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12月17日（金）　9：00～11：00� 第１会場
シンポジウム�1

IMPELLAの適応・管理
　　　　　座長：戸田　宏一（大阪大学心臓血管外科）
　　　　　　　　西野　雅巳［FJCA］（大阪労災病院）
コメンテーター：飯田　　充（心臓血管研究所付属病院�心臓血管外科）
　　　　　　　　奥村　貴裕（名古屋大学医学部附属病院�重症心不全治療センター／循環器内科）
　　　　　　　　小岩屋　宏（宮崎市郡医師会病院�循環器内科）
　　　　　　　　甲斐沼　尚（国立循環器病研究センター心臓外科）

S1-1	 Impella	supported	heart	failure	intervention	
～血行動態フレームワークの視点から～
朔　　啓太（Saku Keita）

国立循環器病研究センター�循環動態制御部

S1-2	 急性心筋梗塞に対するIMPELLA使用の有用性
岡本　直高（Okamoto Naotaka）、江神　康之、川浪　翔大、菅江　宏樹、河村�明希登、浮田　康平、
松廣　　裕、中村　　仁、安元　浩司、津田　真希、松永　泰治、矢野　正道、西野　雅巳、
田内　　潤
大阪労災病院�循環器内科

S1-3	 IMPELLAによる劇症型心筋炎に対する治療介入
中本　　敬1（Nakamoto Kei）、赤澤　康裕1、吉岡　大輔2、溝手　　勇1、大谷　朋仁1、戸田　宏一2、
彦惣　俊吾1、宮川　　繁2、坂田　泰史1

大阪大学大学院�医学系研究科�循環器内科学1、大阪大学大学院�医学系研究科�心臓血管外科学2

S1-4	 救急医療におけるIMPELLAの有用性
多田　　毅（Tada Takeshi）、門田　一繁
倉敷中央病院循環器内科

S1-5	 IMPELLAを用いたBridge	to	VADの治療戦略
河村　拓史1（Kawamura Takuji）、吉岡　大輔1、中本　　敬2、斎藤　哲也1、樫山　紀幸1、松浦　良平1、
河村　　愛1、平　　将生1、島村　和男1、戸田　宏一1、坂田　泰史2、宮川　　繁1

大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学1、大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学2

S1-6	 重症心不全におけるIMPLELLAの有用性
大石　醒悟（Oishi Shogo）

兵庫県立姫路循環器病センター�循環器内科

S1-7	 心原性ショックに対する機械的補助循環を用いた集学的治療：IMPELLAの適応と管理
真玉　英生（Matama Hideo）、澤田�賢一郎、岩井　雄大、本田　怜史、田原　良雄、片岡　　有、
浅海　泰栄、野口　暉夫
国立循環器病研究センター�心臓血管内科�心臓血管集中治療科

S1-8	 心原性ショックを伴う急性心筋梗塞に対するIMPELLA	assisted	off-pump	CABGの
tips	and	pitfalls
丸山　雄二［FJCA］（Maruyama Yuji）、前田　基博、村田　智洋、太田　恵介、上田　仁美、森嶋　素子、
栗田　二郎、佐々木　孝、宮城　泰雄、石井　庸介
日本医科大学付属病院�心臓血管外科
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S1-9	 心肺停止を伴う心原性ショックを合併した急性冠症候群に対するECpella治療の有用性
柴崎　郁子1（Shibasaki Ikuko）、阿部　七郎2、正和　泰斗2、土屋　　豪1、武井　祐介1、手塚　雅弘1、
斉藤　俊介1、金谷　智久2、佐久間�理吏2、緒方　孝治1、豊田　　茂2、福田　宏嗣1

獨協医科大学病院�心臓・血管外科1、獨協医科大学病院�心臓・血管内科／循環器内科2

S1-10	 ACS、CGSに対するIMPELLA補助下ハイブリッド血行再建
内室　智也1（Uchimuro Tomoya）、木下　友希1、湯本　啓太1、熊谷　和也1、和田　賢二1、吉尾　敬秀1、
和田　真弥2、安藤　　智2、齋藤　直樹2、高橋　英雄2、羽鳥　　慶2、大西　隆行2、福永　　博2、
桃原　哲也2、高梨�秀一郎1

川崎幸病院�心臓病センター�心臓外科1、川崎幸病院�心臓病センター�循環器内科2

12月17日（金）　11：10～12：30� 第１会場
シンポジウム�2

ハートチーム症例検討会
　　　　　座長：赤阪　隆史［FJCA］（和歌山県立医科大学）
　　　　　　　　夜久　　均［FJCA］（京都府立医科大学大学院医学研究科�心臓血管外科学）
コメンテーター：伊苅　裕二（東海大学医学部循環器内科）
　　　　　　　　大野　貴之［FJCA］（三井記念病院心臓血管外科）
　　　　　　　　藤田　知之［FJCA］（国立循環器病研究センター�心臓血管外科）
　　　　　　　　横井　宏佳［FJCA］（福岡山王病院）

S2-1	 治療方針の決定におけるハートチームの意義
東野　旭紘（Higashino Akihiro）、三浦　純男、竹谷　　剛、大野　貴之
三井記念病院心臓血管外科

S2-2	 両側小開胸アプローチによる冠動脈肺動脈瘻閉鎖術の２治療例
野田　和樹（Noda Kazuki）、福嶌　五月、川本　尚紀、甲斐沼　尚、生田�亜由美、田所　直樹、
角田　宇司、藤田　知之
国立循環器病研究センター

S2-3	 冠動脈バイパス術8年後に全グラフトが閉塞し血行再建に難渋した症例
棗田　　誠（Natsumeda Makoto）、中村　則人、酒井　哲理、斎藤　崇史、宮本　淳一、村上　　力、
鳥居　　翔、田中　重光、大野　洋平、伊苅　裕二
東海大学医学部付属病院

S2-4	 肺胞出血を合併した急性冠症候群に対して、抗血栓薬を投与せず急性期治療を行った一例
佐々木　駿1（Sasaki Shun）、市堀　泰裕1、渋谷　祐樹1、安永　元樹1、濱中　佑馬1、森　　直己1、
南口　　仁1、堂前圭太郎2、林　　隆治1、牧野　信彦1、秦　　雅寿2、正井　崇史2、樋口　義治1

大阪警察病院循環器内科1、大阪警察病院心臓血管外科2
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12月17日（金）　14：00～15：40� 第１会場
シンポジウム�3

AMI の急性期治療をどうすべきか
　　　　　座長：高山　守正［FJCA］（榊原記念病院循環器内科）
　　　　　　　　戸田　宏一（大阪大学心臓血管外科）
コメンテーター：石井　庸介［FJCA］（日本医科大学�心臓血管外科）
　　　　　　　　大橋　壯樹（名古屋徳洲会総合病院�心臓血管外科）
　　　　　　　　辻田　賢一［FJCA］（熊本大学大学院生命科学研究部�循環器内科学）
　　　　　　　　樋口　義治［FJCA］（大阪警察病院循環器内科）

S3-1	 Primary	PCIにおける血栓吸引療法
外海　洋平（Sotomi Yohei）、彦惣　俊吾、坂田　泰史
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

S3-2	 急性心筋梗塞症例の受け入れ状況と心臓手術症例についての検討
島原　佑介1（Shimahara Yusuke）、前川　浩毅1、加納　正樹1、鈴木　　隼1、藤吉　俊毅1、岩堀　晃也1、
山下　　淳2、近森�大志郎2、荻野　　均1

東京医科大学病院心臓血管外科1、東京医科大学病院循環器内科2

S3-3	 AMIに対するOPCAB手術
秦　　雅寿（Hata Masatoshi）、正井　崇史、金　　啓和、堂前�圭太郎、小谷　典子、山名　史男、
澤　　芳樹
大阪警察病院心臓血管外科

S3-4	 AMI後の心原性ショックを伴う心室中隔穿孔に対するImpellaを使用したdelayed	
surgeryの成績
樫山　紀幸（Kashiyama Noriyuki）、戸田　宏一、吉岡　大輔、齋藤　哲也、河村　拓史、松浦　良平、
平　　将生、島村　和男、宮川　　繁
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科

S3-5	 左主幹部病変急性心筋梗塞の治療成績及びその規定因子
浅海　泰栄（Asaumi Yasuhide）、真玉　英生、本田　怜史、岩井　雄大、澤田�賢一郎、大塚　文之、
片岡　　有、田原　良雄、野口　暉夫
国立循環器病研究センター�心臓血管内科

S3-6	 ショックチームプロトコルに基づいたAMI心原性ショック治療
中田　　淳（Nakata Jun）、田中　匡成、星加　　優、日野　真彰、岡　英一郎、塩村　玲子、渋谷　淳介、
松田　淳也、宮地　秀樹、山本　　剛、清水　　渉
日本医科大学付属病院�心臓血管集中治療科

S3-7	 プレホスピタルにおける急性冠症候群治療のエビデンス（JRC蘇生ガイドライン2020より）
中山　尚貴1,2（Nakayama Naoki）、山本　　剛2、小島　　淳2、中島　啓裕2、羽柴　克孝2、田中　哲人2、
松尾　邦浩2、野村　　理2、的場　哲哉2、山口　淳一2、真野　敏昭2、花田　裕之2、田原　良雄2、
菊地　　研2、野々木　宏2

神奈川県立循環器呼吸器病センター�循環器内科1、JRC蘇生ガイドライン2020�ACS作業部会2

S3-8	 心原性ショックを合併した心筋梗塞の院内予後と医療供給体制の関連
石井　正将1（Ishii Masanobu）、辻田　賢一1、岡本　公志2、厚東　識志2、西　　　毅2、中井　陸運3、
住田　陽子3、岩永　善高3、的場　聖明4、平田　健一5、挽地　　裕6、横井　宏佳7、伊刈　裕二8、
上村　史朗2

熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学1、川崎医科大学2、国立循環器病研究センター3、
京都府立医科大学4、神戸大学5、佐賀県医療センター好生館6、福岡山王病院7、東海大学8
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12月17日（金）　15：50～16：55� 第１会場
シンポジウム�4

院外心停止患者への循環器の関与
　　　　　座長：高山　守正［FJCA］（榊原記念病院循環器内科）
　　　　　　　　野々木　宏［FJCA］（大阪青山大学健康科学）
コメンテーター：上妻　　謙（帝京大学医学部内科�/�循環器内科）
　　　　　　　　中井　真尚［FJCA］（静岡市立静岡病院心臓血管外科）
　　　　　　　　成子　隆彦［FJCA］（大阪市立総合医療センター�循環器内科）
　　　　　　　　正井　崇史［FJCA］（大阪警察病院�心臓血管外科）

S4-1	 院外心停止患者の循環器医の関与
木村　一雄［FJCA］（Kimura Kazuo）

横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター

S4-2	 院外心停止患者への循環器医の関与
田原　良雄［FJCA］（Tahara Yoshio）

国立循環器病研究センター心臓血管内科

S4-3	 院外心停止を来す急性心筋梗塞患者の特徴とECPRの有効性に関する検討
小杉　隼平（Kosugi Shumpei）、上田　恭敬、安部　晴彦、池岡　邦泰、三嶋　　剛、尾崎　立尚、
高安�幸太郎、大橋　拓也、山根　治野、中村　雅之、家原　卓史、井上　耕一、是恒　之宏、
松村　泰志
国立病院機構大阪医療センター�循環器内科

S4-4	 CPA心原性ショックへのVA-ECMO治療にIABP併用は有用：東京都CCUネット・
データ登録より
黒木　識敬1,2（Kuroki Norihiro）、長尾　　建1、大塚　俊昭1、山本　　剛1、高山　守正1

東京都CCUネットワーク1、東京都立墨東病院循環器科2

S4-5	 PCPSを必要とした左冠動脈主幹部病変相当の広範囲急性心筋梗塞に対する治療成績の
検討
山内　　孝（Yamauchi Takashi）

市立東大阪医療センター心臓血管外科

12月17日（金）　17：05～18：40� 第１会場
シンポジウム�5

循環器内科・心臓血管外科医の働き方改革
　　　　　座長：上田　恭敬［FJCA］（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター�循環器内科）
　　　　　　　　夜久　　均［FJCA］（京都府立医科大学大学院医学研究科�心臓血管外科学）
コメンテーター：小宮　達彦［FJCA］（倉敷中央病院�心臓血管外科）
　　　　　　　　瀧　　翔哉（厚生労働省�医政局医事課）
　　　　　　　　本江　純子（菊名記念病院）
　　　　　　　　正井　崇史［FJCA］（大阪警察病院�心臓血管外科）

S5-1	 2024年に向けた医師の働き方改革について
瀧　　翔哉（Taki Shoya）

厚生労働省医政局医事課

S5-2	 急性冠症候群に対する医療の地域格差の現状と見えてくる課題
森野　禎浩（Morino Yoshihiro）

岩手医科大学�内科学講座循環器内科分野
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S5-3	 心臓血管外科領域における時間外労働時間「年960時間」以上勤務に影響する因子の検討
柴崎　郁子1（Shibasaki Ikuko）、阿部　恒平2、坂本�喜三郎3、貞弘　光章4、田端　　実5、松山　克彦6、
山本　浩史7、碓氷　章彦8、森田　茂樹9

獨協医科大学�心臓・血管外科1、聖路加国際病院2、静岡県立こども病院3、山形大学医学部外科学第2講座4、
東京ベイ・浦安市川医療センター5、愛知医科大学病院6、秋田大学7、名古屋大学8、
国立病院機構�九州医療センター9

S5-4	 管理者の立場から見た循環器疾患に対応する医師の「働き方改革」
森田　茂樹［FJCA］（Morita Shigeki）

国立病院機構九州医療センター

S5-5	 聖路加国際病院における医師の働き方改革：現状と課題
小宮山�伸之［FJCA］（Komiyama Nobuyuki）

聖路加国際病院�心血管センター

12月17日（金）　9：00～10：05� 第２会場
シンポジウム�6

ULTIMATE試験とOptimal�PCI を議論する
　　　　　座長：中村　正人（東邦大学医療センター大橋病院）
　　　　　　　　吉野　秀朗［FJCA］（医療法人財団慈生会�野村病院）
コメンテーター：赤阪　隆史［FJCA］（和歌山県立医科大学）
　　　　　　　　高梨�秀一郎［FJCA］（川崎幸病院�心臓外科）
　　　　　　　　竹村　博文［FJCA］（金沢大学�心臓血管外科）
　　　　　　　　中村　　淳［FJCA］（新東京病院）

S6-1	 エビデンスに基づいた血行再建としてのimaging	guide	PCIの効能
中村　正人（Nakamura Masato）

東邦大学医療センター大橋病院

S6-2	 PCI	Optimization：我が国と欧米諸国の考え方のギャップを巡って
香坂　　俊（Kohsaka Shun）

慶應義塾大学�医学部�循環器内科

S6-3	 IVUSによるPCIの最適化
角辻　　暁（Sumitsuji Satoru）

大阪大学医学部国際循環器学寄附講座

S6-4	 Optimal	PCI	versus	Optimal	CABG
小宮　達彦［FJCA］（Komiya Tatsuhiko）

倉敷中央病院�心臓血管外科

S6-5	 ULTIMATE試験とOptimalPCIを議論する
木下　　武1（Kinoshita Takeshi）、浅井　　徹2、鈴木　友彰1

滋賀医科大学心臓血管外科1、順天堂大学2
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12月17日（金）　10：20～11：40� 第２会場
シンポジウム�7

対策基本法と啓発活動の現状と今後
　　　　　座長：高山　守正［FJCA］（榊原記念病院循環器内科）
　　　　　　　　平田　健一（神戸大学大学院医学研究科�循環器内科学分野）
コメンテーター：上田　恭敬［FJCA］（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター�循環器内科）
　　　　　　　　齋木　佳克［FJCA］（東北大学�心臓血管外科）
　　　　　　　　野出　孝一［FJCA］（佐賀大学医学部循環器内科）
　　　　　　　　横山　　斉［FJCA］（福島県立医科大学心臓血管外科）

S7-1	 STOP-MIキャンペーン
田原　良雄［FJCA］（Tahara Yoshio）

国立循環器病研究センター心臓血管内科

S7-2	 エビデンスに基づいた普及啓発活動の強化に向けた胸痛レジストリの試み　JCS救急啓
発部会より
石見　　拓（Iwami Taku）

京都大学健康科学センター／日本循環器学会救急啓発部会

S7-3	 岩手が考える対策基本法と市民啓発活動
伊藤　智範（Itoh Tomonori）

岩手医科大学�内科学講座循環器内科分野／医学教育学講座地域医療学分野

S7-4	 岩手県における循環器病対策の取組
加藤　　肇（Katou Hajime）

岩手県�保健福祉部�医療政策室

S7-5	 大阪府における脳卒中、心臓病その他の循環器病対策について
倉橋　秀和（Kurahashi Hidekazu）

大阪府健康医療部保健医療室医療対策課

S7-6	 大動脈緊急症に対するICTを用いた医療者間連携　―医療者への啓発効果―
東　　信良（Azuma Nobuyoshi）

旭川医科大学外科学講座血管外科学

12月17日（金）　9：00～11：00� 第３会場
シンポジウム�8

こんな症例どうする？
　　　　　座長：稲田　　司（大阪赤十字病院）
　　　　　　　　高橋　俊樹［FJCA］（医療法人徳洲会吹田徳洲会病院�心臓血管外科）
コメンテーター：塩野　泰紹（和歌山県立医科大学循環器内科）
　　　　　　　　恒吉　裕史［FJCA］（静岡県立総合病院�心臓血管外科）
　　　　　　　　水野　友裕［FJCA］（東京医科歯科大学大学院心臓血管外科）
　　　　　　　　矢嶋　純二［FJCA］（心臓血管研究所付属病院）

S8-1	 左主幹部病変による心筋梗塞を合併した急性大動脈解離の治療戦略
真玉　英生1（Matama Hideo）、澤田�賢一郎1、岩井　雄大1、本田　怜史1、米田　秀一3、田原　良雄4、
片岡　　有1、浅海　泰栄1、松田　　均2、野口　暉夫1,3

国立循環器病研究センター�心臓血管内科�心臓血管集中治療科1、国立循環器病研究センター�血管外科2、
国立循環器病研究センター�心臓血管内科�冠疾患科3、国立循環器病研究センター�心臓血管内科�循環器救急科4
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S8-2	 冠動脈瘤内に多量血栓を伴うST上昇型急性心筋梗塞に対して薬剤溶出性ステントを留
置した1例
家原　卓史（Iehara Takashi）、小杉　隼平、池岡　邦泰、堀内　恒平、福島　貴嗣、中村　雅之、
山根　治野、大橋　拓也、高安�幸太郎、尾崎　立尚、三嶋　　剛、安部　晴彦、井上　耕一、
上田　恭敬、松村　泰志
国立病院機構�大阪医療センター�循環器内科

S8-3	 自然発症の冠動脈穿孔を認めた血管型エーラス・ダンロス症候群の1例
橋本　泰樹（Hashimoto Taiki）、音羽　勘一、江本　賢二、橋本　政史、松浦�伸太郎、近田　明男、
丸山�美知郎、臼田　和生
富山県立中央病院�循環器内科

S8-4	 血管ベーチェット病による急性冠症候群の一例
小島　秀規（Kojima Hidenori）、美馬　　響、山崎　誠太、田村　章憲、山上�新太郎、黒田�真衣子、
西内　　英、山根�啓一郎、坂本　二郎、田巻　庸道、榎本�操一郎、三宅　　誠、近藤　博和、
田村　俊寛
天理よろづ相談所病院

S8-5	 前下行枝、対角枝分岐部の冠動脈瘤の治療戦略
和田　賢二（Wada Kenji）、木下　友希、湯本　啓太、吉尾　敬秀、熊谷　和也、内室　智也、高梨�秀一郎
川崎幸病院�心臓外科

S8-6	 こんな症例どうする？
水野　友裕［FJCA］（Mizuno Tomohiro）、藤原　立樹、大石　清寿、田原　禎生、鍋島　惇也、竹下　斉史、
八島　正文、長岡　英気、大井　啓司、荒井　裕国
東京医科歯科大学�大学院�心臓血管外科

S8-7	 症例から狭心症の診断方針を学ぶ
石井　良直（Ishii Yoshinao）、菅野　貴康、井澤　和眞、井川　貴行
市立旭川病院�循環器内科

S8-8	 冠動脈バイパス術後、急性心筋梗塞に対するオフポンプ冠動脈バイパス術の経験
山下　慶悟1（Yamashita Keigo）、外山　康之2、丹羽　恒介1、西川　浩史1、上田　大輔1

医誠会病院�心臓血管外科1、医誠会病院�循環器内科2

12月17日（金）　11：10～12：40� 第３会場
シンポジウム�9

CABG�&�PCI�ハイブリッド血行再建のあり方
　　　　　座長：浅井　　徹［FJCA］（順天堂大学心臓血管外科）
　　　　　　　　角辻　　暁（大阪大学国際循環器学）
コメンテーター：石原　隆行（関西労災病院�循環器内科）
　　　　　　　　坂口　太一［FJCA］（兵庫医科大学）
　　　　　　　　吉田　成彦［FJCA］（イムス東京葛飾総合病院心臓外科）

S9-1	 ロボット支援下内胸動脈採取を行ったHybrid冠動脈血行再建術の中期成績
下川　智樹1,2

［FJCA］（Shimokawa Tomoki）、尾澤　直美2、浦田　雅弘2

榊原記念病院心臓血管外科1、帝京大学心臓血管外科2

S9-2	 CABG後のPCIにおける冠血行再建術の成績
浅海　泰栄1（Asaumi Yasuhide）、宮城　唯良2、大塚　文之1、片岡　　有1、野口　暉夫1

国立循環器病研究センター�心臓血管内科1、沖縄県立中部病院�循環器内科2
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S9-3	 当院における多枝病変に対する低侵襲治療戦略の検討
吉岡　大輔（Yoshioka Daisuke）、戸田　宏一、斎藤　哲也、河村　拓史、樫山　紀幸、松浦　良平、
宮川　　繁
大阪大学心臓血管外科

S9-4	 ハイブリッド冠血行再建の今後の展望
中村　喜次［FJCA］（Nakamura Yoshitsugu）

千葉西総合病院心臓血管外科

S9-5	 PCIとCABGのHybrid治療にむけての検討
本田�賢太朗［FJCA］（Honda Kentaro）、國本　秀樹、田島　幸治、藤本　貴大、金子　政弘、上松　耕太、
西村　好晴
和歌山県立医科大学�外科学第一講座

S9-6	 当院におけるACS症例でのPCIとCABGのハイブリッド治療について
市堀　泰裕1（Ichibori Yasuhiro）、堂前�圭太郎2、林　　隆治1、秦　　雅寿2、正井　崇史2、澤　　芳樹2、
平山　篤志1、樋口　義治1

大阪警察病院循環器内科1、大阪警察病院心臓血管外科2

S9-7	 脂質コアプラークを有した冠動脈３枝病変に対しMICS＋PCIによるハイブリッド治療
を施行した一例
池岡　邦泰（Ikeoka Kuniyasu）、上田　恭敬、安部　晴彦、三嶋　　剛、小杉　隼平、尾崎　立尚、
高安�幸太郎、大橋　拓也、山根　治野、中村　雅之、福島　貴嗣、堀内　恒平、井上　耕一、
松村　泰志
大阪医療センター�循環器内科

12月18日（土）　9：00～10：40� 第１会場
シンポジウム�10

虚血性心筋症に対する治療戦略
　　　　　座長：坂田　泰史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）
　　　　　　　　澤　　芳樹［FJCA］（大阪大学大学院医学系研究科未来医療学寄附講座）
コメンテーター：磯村　　正［FJCA］（イムス東京葛飾総合病院�心臓血管外科）
　　　　　　　　中川　義久［FJCA］（滋賀医科大学循環器内科）
　　　　　　　　山本　一博（鳥取大学医学部循環器・内分泌代謝内科）
　　　　　　　　若狭　　哲［FJCA］（北海道大学大学院医学研究院�循環器・呼吸器外科）

S10-1	 虚血性心筋症に対するELIET法による左心室形成術の成績
沼田　　智［FJCA］（Numata Satoshi）、夜久　　均、川尻　英長、小林　卓馬、眞鍋�嘉一郎、池本　公紀、
法里　　優、永瀬　　崇
京都府立医科大学大学院医学研究科�心臓血管外科学

S10-2	 虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対するMitraClip治療：どの患者に対して行うべきか？
天木　　誠（Amaki Makoto）

国立循環器病研究センター

S10-3	 虚血性心筋症に対する薬物治療
佐藤　直樹［FJCA］（Sato Naoki）

かわぐち心臓呼吸器病院
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S10-4	 虚血性心筋症に対する外科治療の長期成績からみた適切な治療戦略の検討
樫山　紀幸（Kashiyama Noriyuki）、吉岡　大輔、齋藤　哲也、河村　拓史、松浦　良平、平　　将生、
島村　和男、戸田　宏一、宮川　　繁
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科

S10-5	 虚血性心筋症に対する再生医療導入の試み
宮川　　繁（Miyagawa Shigeru）

大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科

S10-6	 術前僧帽弁流入波形の左室形成術治療成績に及ぼす影響
古川　貢之1（Furukawa Koji）、矢野　光洋2、石井　廣人1、阪口　修平1、森　　晃佑1、櫻原　大智1

宮崎大学�医学部�心臓血管外科1、宮崎市郡医師会病院�心臓血管外科2

S10-7	 当院におけるICM・MRに対する治療選択と臨床成績
川本　尚紀（Kawamoto Naonori）、福嶌　五月、甲斐沼　尚、田所　直樹、角田　宇司、生田�亜由美、
藤田　知之
国立循環器病研究センター�心臓血管外科

S10-8	 虚血性心筋症に対する心室治療
米田　正始1

［FJCA］（Komeda Masashi）、神谷　賢一2、丸川�征四郎3

福田総合病院心臓センター1、滋賀医科大学医学部附属病院心臓血管外科2、吹田徳洲会病院集中治療室3

12月18日（土）　13：30～14：40� 第１会場
シンポジウム�11

冠血行再建術（PCI/CABG）の周術期脳梗塞を減らす
　　　　　座長：樋口　義治［FJCA］（大阪警察病院循環器内科）
　　　　　　　　藤田　知之［FJCA］（国立循環器病研究センター�心臓血管外科）
コメンテーター：門田　一繁［FJCA］（倉敷中央病院循環器内科）
　　　　　　　　田邉　健吾［FJCA］（三井記念病院循環器内科）
　　　　　　　　浜崎　安純［FJCA］（東京女子医科大学）
　　　　　　　　吉岡　大輔（大阪大学心臓血管外科）

S11-1	 原因不明の脳梗塞症例の塞栓原探索に対する血管内視鏡を用いた大動脈破綻プラーク観
察の有効性に関して
安永　元樹1（Yasunaga Motoki）、樋口　義治1、濱中　佑馬1、平山　篤志1、小松　　誠2、油谷　親夫3、
児玉　和久2

大阪警察病院�循環器内科1、大阪暁明館病院心臓血管センター2、森ノ宮医療大学臨床検査学科3

S11-2	 CABG周術期脳合併症の原因と回避策
水野　友裕［FJCA］（Mizuno Tomohiro）、大石　清寿、藤原　立樹、鍋島　惇也、田原　禎生、竹下　斉史、
八島　正文、長岡　英気、大井　啓司、荒井　裕国
東京医科歯科大学�大学院�心臓血管外科

S11-3	 心拍動下冠動脈バイパス術におけるnon-diseased	ascending	aortaの中枢側吻合の治療
成績	
飯野　賢治（Iino Kenji）、山本　宜孝、中堀　洋樹、片桐　絢子、斎藤　直毅、上田　秀保、村田　　明、
木村　圭一、竹村　博文
金沢大学附属病院�心臓血管外科
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S11-4	 Aorta	No-touch	Total	Arterial	MICS	CABGの可能性－Aorta	No-touch	CABGの周
術期脳梗塞の現状から－
橘　　一俊1（Tachibana Kazutoshi）、在原　綾香1、岩代　　悠1、對馬　慎吾1、菊地　慶太2

函館五稜郭病院�心臓血管外科1、友愛医療センター�心臓血管外科2

S11-5	 CABG患者の周術期脳梗塞予防：積極的左心耳閉鎖
高橋　政夫［FJCA］（Takahashi Masao）、宮島　敬介
平塚共済病院�心臓センター�心臓血管外科

12月18日（土）　15：00～17：00� 第１会場
シンポジウム�12

TAVI 前 / 後の血行再建
　　　　　座長：鳥飼　　慶（獨協医科大学埼玉医療センター�心臓血管外科）
　　　　　　　　林田�健太郎（慶應義塾大学医学部循環器内科）
コメンテーター：大野　洋平（東海大学医学部付属病院）
　　　　　　　　小宮　達彦［FJCA］（倉敷中央病院�心臓血管外科）
　　　　　　　　白井　伸一（小倉記念病院�循環器内科）
　　　　　　　　福田　宏嗣［FJCA］（獨協医科大学�心臓・血管外科）

S12-1	 PCI	before	or	after	TAVI
山本　真功（Yamamoto Masanori）

豊橋ハートセンター

S12-2	 TAVI前の血行再建：Atherectomy	deviceの安全性の検討
津田　真希（Tsuda Masaki）、江神　康之、菅江　宏樹、川浪　翔大、河村�明希登、浮田　康平、
中村　　仁、松廣　　裕、安元　浩司、岡本　直高、松永　泰治、矢野　正道、西野　雅巳、
田内　　潤
大阪労災病院�循環器内科

S12-3	 TAVR+CABGの検討
前田　孝一（Maeda Koichi）

大阪大学大学院医学系研究科�心臓血管外科

S12-4	 経カテーテル大動脈弁植え込み術後の冠動脈カテーテルはなぜ難しいのか？
長沼　　亨（Naganuma Toru）

新東京病院心臓内科

S12-5	 残存病変を残しTAVIを行った患者の経過（TAVI後の血行再建の必要性）
渡邊　雄介（Watanabe Yusuke）

帝京大学医学部附属病院循環器内科

S12-6	 TAVIとPCI施行患者における抗血栓療法を考える
市堀　泰裕1（Ichibori Yasuhiro）、安達�賢太郎1、森　　直己1、金　　啓和2、秦　　雅寿2、正井　崇史2、
澤　　芳樹2、平山　篤志1、樋口　義治1

大阪警察病院循環器内科1、大阪警察病院心臓血管外科2

S12-7	 冠動脈疾患を合併した大動脈弁狭窄症に対する治療戦略を考える
高木　健督1（Takagi Kensuke）、浅海　泰栄1、片岡　　有1、大塚　文之1、藤野　雅史1、米田　秀一1、
本田　怜史1、三浦　弘之1、真玉　英生1、岩井　雄大1、神崎　秀明1、泉　　千里2、藤田　知之3、
田原　良雄1、野口　輝夫1

国立循環器病研究センター病院�心臓血管内科�冠疾患科1、
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国立循環器病研究センター病院�心臓血管内科�心不全科2、
国立循環器病研究センター病院�心臓外科�心臓血管外科3

S12-8	 TAVI時代における冠動脈疾患合併大動脈弁狭窄症の治療戦略：単一施設レジストリか
らの考察
大西　隆行1（Onishi Takayuki）、福冨　基城1、和田　真弥1、山本　　慧1、佐々木�法常1、安藤　　智1、
齋藤　直樹1、高橋　英雄1、羽鳥　　慶1、川上　　徹1、福永　　博1、桃原　哲也1、高梨�秀一郎2

川崎幸病院�川崎心臓病センター�循環器内科1、川崎幸病院�川崎心臓病センター�心臓外科2

S12-9	 冠疾患合併のTAVIに対する治療の実際
中井　真尚1

［FJCA］（Nakai Masanao）、村田�耕一郎2、山田　宗明1、杉山　博文2、内山　大輔1

静岡市立静岡病院�TAVIチーム�心臓血管外科1、静岡市立静岡病院�TAVIチーム�循環器科2

S12-10	 OPCABとTAVI同時手術の手術成績の検討
國本　秀樹（Kunimoto Hideki）、本田�賢太朗、中村　　諒、田島　幸治、上松　耕太、金子　政弘、
西村　好晴
和歌山県立医科大学�外科学第一講座

12月18日（土）　9：00～10：15� 第２会場
シンポジウム�13

心筋梗塞レジストリ全集合 :�現状と今後
　　　　　座長：石見　　拓（京都大学健康科学センター）
コメンテーター：浅井　　徹［FJCA］（順天堂大学心臓血管外科）
　　　　　　　　上田　恭敬［FJCA］（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター�循環器内科）
　　　　　　　　住吉　徹哉［FJCA］（日本心臓血圧研究振興会附属�榊原記念病院）
　　　　　　　　本村　　昇［FJCA］（東邦大学医療センター佐倉病院心臓血管外科）

S13-1	 岩手地域心疾患登録事業の現状と展開
伊藤　智範（Itoh Tomonori）

岩手医科大学�内科学講座循環器内科分野／医学教育学講座地域医療学分野

S13-2	 札幌市における急性冠症候群の診療実態調査：札幌市ACSネットワーク
永井　利幸1（Nagai Toshiyuki）、竹中　　秀1、堀田　大介2、神垣　光徳3、山崎　誠治4、藤田　　勉5、
山下　武廣6、川初　寛道7、鈴木　隆司8、野崎　洋一9、櫻田　　卓10、牧野　隆雄11、安斉　俊久1、
竹中　　孝12、五十嵐�康己13

北海道大学�大学院医学研究院�循環病態内科学教室1、北海道循環器病院2、KKR札幌医療センター3、
札幌東徳洲会病院4、札幌心臓血管クリニック5、北海道大野記念病院6、手稲渓仁会病院7、勤医協中央病院8、
北光記念病院9、札幌中央病院10、市立札幌病院11、北海道医療センター12、札幌厚生病院13

S13-3	 OACIS	
外海　洋平（Sotomi Yohei）、彦惣　俊吾、坂田　泰史
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

S13-4	

S13-5	 わが国の急性冠症候群診療に新たな展開;	JAMIRとJROAD-DPC
西平　賢作［FJCA］（Nishihira Kensaku）

宮崎市郡医師会病院心臓病センター循環器内科
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S13-6	 日本の急性心筋梗塞多施設レジストリ(JAMIR)の現状と今後の展望
本田　怜史1（Honda Satoshi）、西平　賢作2、竹上　未紗3、小島　　淳4、伊藤　智範5、渡邉　　哲6、
山下　　淳7、佐地　真育8、小菅　雅美9、高橋　　潤10、坂田　泰彦1、高山　守正8、住吉　徹哉8、
木村　一雄9、安田　　聡10

国立循環器病研究センター�心臓血管内科�心血管集中治療科1、宮崎市郡医師会病院循環器内科2、
国立循環器病研究センター予防医学・疫学情報部3、桜十字八代リハビリテーション病院4、
岩手医科大学循環器内科5、山形大学循環器内科6、東京医科大学循環器内科7、榊原記念病院循環器内科8、
横浜市立大学�市民総合医療センター心臓血管センター9、東北大学循環器内科10

12月18日（土）　11：20～12：20� 第２会場
シンポジウム�14

ISCHEMIA試験の結果をどう解釈するか
　　　　　座長：伊苅　裕二（東海大学医学部循環器内科）
　　　　　　　　香坂　　俊（慶應義塾大学�循環器内科）
コメンテーター：上田　恭敬［FJCA］（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター�循環器内科）
　　　　　　　　戸田　宏一（大阪大学心臓血管外科）
　　　　　　　　中嶋　博之［FJCA］（埼玉医科大学）
　　　　　　　　横井　宏佳［FJCA］（福岡山王病院）

S14-1	 ISCHEMIA試験の解析と解釈：欧米の動向
香坂　　俊（Kohsaka Shun）

慶應義塾大学�医学部�循環器内科

S14-2	 ISCHEMIA試験の結果をどう解釈するか	-PCI術者の立場から-
中村　　淳［FJCA］（Nakamura Sunao）

新東京病院心臓内科

S14-3	 ISCHEMIA試験の結果と解釈：CABG術者の立場から
大野　貴之［FJCA］（Ohno Takayuki）

三井記念病院心臓血管外科・集中治療部

S14-4	 ISCHEMIA試験の結果と解釈（OMTの立場から）
横井　宏佳［FJCA］（Yokoi Hiroyoshi）

福岡山王病院

12月18日（土）　13：40～15：05� 第２会場
シンポジウム�15

心房細動を合併する冠動脈疾患の治療戦略
　　　　　座長：石井　庸介［FJCA］（日本医科大学�心臓血管外科）
　　　　　　　　小川　久雄［FJCA］（熊本大学）
コメンテーター：外海　洋平（大阪大学大学院�医学系研究科�循環器内科学）
　　　　　　　　新田　　隆（羽生総合病院）
　　　　　　　　安田　　聡［FJCA］（東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野）
　　　　　　　　山口　裕己（昭和大学江東豊洲病院�心臓血管外科）

S15-1	 心房細動を合併したPCI患者の抗血栓療法
安田　　聡［FJCA］（Yasuda Satoshi）

東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野
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S15-2	 OPTIMA-AF	trial:	Rationale	and	Study	Design
外海　洋平1（Sotomi Yohei）、彦惣　俊吾1、上妻　　謙2、坂田　泰史1

大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学1、帝京大学2

S15-3	 CABG	Mazeの遠隔成績
福嶌　五月（Fukushima Satsuki）、角田　宇司、甲斐沼　尚、川本　尚紀、田所　直樹、生田�亜由美、
藤内　康平、平山　雅弥、柳野　佑輔、小林�順二郎、藤田　知之
国立循環器病研究センター心臓外科

S15-4	 心房細動カテーテルアブレーションの役割と至適タイミング
山根　禎一（Yamane Teiichi）

東京慈恵会医科大学�循環器内科

S15-5	 冠動脈バイパス術における左心耳切除の脳梗塞予防効果
遠藤　大介1（Endo Daisuke）、山本　　平2、町田�洋一郎1、佐藤�友一郎1、西田　浩介1、李　　智榮1、
松井　友紀1、松下　　訓1、土肥　静之1、畑　　博明1、浅井　　徹1、天野　　篤1

順天堂大学医学部附属順天堂医院1、順天堂大学医学部附属練馬病院2

S15-6	 脳梗塞予防の観点からみた心房細動を合併した冠動脈疾患に対する外科的治療における
治療戦略
西　　宏之［FJCA］（Nishi Hiroyuki）

国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科

12月18日（土）　9：00～10：00� 第３会場
シンポジウム�16

PCI/CABG症例におけるOptimal�Medical�Therapy の目標と現実
　　　　　座長：土井　　潔［FJCA］（岐阜大学大学院医学系研究科�心臓血管外科学分野）
　　　　　　　　横井　宏佳［FJCA］（福岡山王病院）
コメンテーター：香坂　　俊（慶應義塾大学�循環器内科）
　　　　　　　　坂口　元一［FJCA］（近畿大学医学部心臓血管外科）
　　　　　　　　三隅　寛恭［FJCA］（聖路加国際病院）
　　　　　　　　宮内　克己（順天堂東京江東高齢者医療センター）

S16-1	 Medication	Optimization：我が国と欧米諸国の考え方のギャップを巡って
香坂　　俊（Kohsaka Shun）

慶應義塾大学�医学部�循環器内科

S16-2	 冠動脈バイパス術後脂質コントロールの推奨と実際、LDL-chol	は本当に70mg/dl	まで
下げる必要があるのか？
畝　　　大（Une Dai）

岡山医療センター心臓血管外科

S16-3	 CABG術後のmedical	therapyの実際
島原　佑介1（Shimahara Yusuke）、前川　浩毅1、加納　正樹1、鈴木　　隼1、藤吉　俊毅1、岩堀　晃也1、
山下　　淳2、近森�大志郎2、荻野　　均1

東京医科大学病院心臓血管外科1、東京医科大学病院循環器内科2

S16-4	 PCI後の至適OMT
横井　宏佳［FJCA］（Yokoi Hiroyoshi）

福岡山王病院
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12月18日（土）　15：10～16：40� 第４会場
シンポジウム�17

透析患者にCABG/PCI の遠隔成績
　　　　　座長：石原　正治［FJCA］（兵庫医科大学�循環器・腎透析内科）
　　　　　　　　西村　好晴［FJCA］（和歌山県立医科大学外科学第一講座）
コメンテーター：天野　哲也（愛知医科大学病院）
　　　　　　　　高山　忠輝［FJCA］（日本大学医学部総合診療学分野）
　　　　　　　　浜崎　安純［FJCA］（東京女子医科大学心臓血管外科）
　　　　　　　　藤田　知之［FJCA］（国立循環器病研究センター�心臓血管外科）

S17-1	 透析患者におけるCalcified	noduleの存在はTLFの予測因子である
松廣　　裕（Matsuhiro Yutaka）、西野　雅巳、川浪　翔大、菅江　宏樹、河村�明希登、浮田　康平、
中村　　仁、安元　浩司、津田　真希、岡本　直高、松永　泰治、矢野　正道、江神　康之、
田内　　潤
大阪労災病院�循環器内科

S17-2	 透析例の安定狭心症におけるパラオキソナーゼ-1とミエロペルオキシダーゼの意義
藤澤　直輝（Fujisawa Naoki）、仲川　将志、野村�菜々香、田村　尚大、林　　雄介、齋藤　聡男、
占野　賢司、松本　　亮、松村　嘉起、阿部　幸雄、成子　隆彦
大阪市立総合医療センター

S17-3	 急性心筋梗塞を発症した慢性維持透析症例に対するPCI・LDL-C管理の有効性と課題
片岡　　有［FJCA］（Kataoka Yu）、小山　右文、澤田�賢一郎、真玉　英生、岩井　雄大、本田　怜史、
高木　健督、藤野　雅史、米田　秀一、大塚　文之、田原　良雄、浅海　泰栄、野口　暉夫
国立循環器病研究センター�心臓血管内科�冠疾患科

S17-4	 PCIを施行した慢性冠症候群患者における、腎機能障害と冠動脈プラークの特徴・手技
及び臨床転帰の関係
山上　洋介（Yamakami Yosuke）、木村　茂樹、立石　　遼、山口　正男、島田　博史、萬野　智子、
一色　亜美、清水　雅人、藤井　洋之、鈴木　　誠
横浜南共済病院�循環器内科

S17-5	 維持透析患者に対する冠動脈バイパス術の治療成績
陳　　　軒（Chen Ken）、岩倉　具宏、元春　洋輔、大野　　真、在國寺�健太、下川　智樹
榊原記念病院

S17-6	 慢性透析患者に対する冠動脈バイパス術の予後を最適化するグラフトデザインの検討
柳野　佑輔（Yanagino Yusuke）、福嶌　五月、甲斐沼　尚、川本　尚紀、田所　直樹、角田　宇司、
生田�亜由美、藤内　康平、藤田　知之
国立循環器病研究センター病院�心臓血管外科

S17-7	 透析内シャントがIn	situ	ITA	graftへ与える影響について
藤本　靖幸（Fujimoto Yasuyuki）、新崎　翔吾、矢野　敦之、菅谷　篤史、山下　剛生、平尾　慎吾、
中野　穣太、小宮　達彦
倉敷中央病院�心臓血管外科
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12月18日（土）　9：00～10：20� 第５会場
シンポジウム�18

高齢者AMI における血行再建実施率をどうやって上げるか？
　　　　　座長：松宮　護郎［FJCA］（千葉大学大学院医学研究院心臓血管外科学）
　　　　　　　　山田�愼一郎（北播磨総合医療センター）
コメンテーター：片岡　　有［FJCA］（国立循環器病研究センター�冠疾患科）
　　　　　　　　中嶋　博之［FJCA］（埼玉医科大学）
　　　　　　　　秦　　広樹（徳島大学�心臓血管外科）
　　　　　　　　森野　禎浩（岩手医科大学内科学講座循環器内科分野）

S18-1	 PCIを施行しえた高齢者急性心筋梗塞症の臨床像・予後からの考察
片岡　　有1

［FJCA］（Kataoka Yu）、津田　浩佑2、邑井　洸太1、澤田�賢一郎1、岩井　雄大1、真玉　英生1、
本田　怜史1、藤野　雅史1、米田　秀一1、高木　健督1、大塚　文之1、浅海　泰栄1、坂田　泰彦3、
野口　暉夫1

国立循環器病研究センター心臓血管内科冠疾患科1、大阪医科薬科大学循環器内科2、
国立循環器病研究センター臨床研究開発部3

S18-2	 高齢者心筋梗塞に対するPCI　出血合併症に対する対策は？
伊苅　裕二（Ikari Yuji）

東海大学医学部循環器内科

S18-3	 超地方部における高齢者AMIの患者背景や治療実態
森野　禎浩（Morino Yoshihiro）、肥田　頼彦、佐々木�航人
岩手医科大学内科学講座循環器内科分野

S18-4	 高齢者AMIに対する血行再建における急性期治療戦略
堂前�圭太郎（Domae Keitaro）、秦　　雅寿、金　　啓和、小谷　典子、山名　史男、正井　崇史、
澤　　芳樹
大阪警察病院心臓血管外科

S18-5	 ８０歳以上高齢者での急性冠症候群に対するCABGの手術成績
小山　忠明（Koyama Tadaaki）

神戸市立医療センター中央市民病院

S18-6	 高齢者STEMIにおける緊急CABG施行症例の検討
村上　博久（Murakami Hirohisa）、宮原　俊介、野村　佳克、田中　裕史、向原　伸彦
兵庫県立姫路循環器病センター�心臓血管外科

12月18日（土）　13：30～14：15� 第５会場
シンポジウム�19

PCI/CABG後の抗血栓療法をどうするか
　　　　　座長：上妻　　謙（帝京大学医学部内科�/�循環器内科）
　　　　　　　　坂口　元一［FJCA］（近畿大学医学部心臓血管外科）
コメンテーター：辻田　賢一［FJCA］（熊本大学大学院生命科学研究部�循環器内科学）
　　　　　　　　田鎖　　治（大森赤十字病院）
　　　　　　　　夏秋　政浩（佐賀大学医学部循環器内科）
　　　　　　　　福井　寿啓［FJCA］（熊本大学�心臓血管外科）

S19-1	 冠動脈バイパス術後の抗血小板薬・抗凝固薬の推奨と実際
畝　　　大（Une Dai）

岡山医療センター心臓血管外科
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S19-2	 PCI後の抗血栓療法：出血の観点からの治療戦略
中村　正人（Nakamura Masato）

東邦大学医療センター大橋病院

12月18日（土）　15：15～16：25� 第５会場
シンポジウム�20

救急隊による 12 誘導心電図はなぜ普及しない
　　　　　座長：木村　一雄［FJCA］（横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター）
　　　　　　　　田原　良雄［FJCA］（国立循環器病研究センター�心臓血管内科）
コメンテーター：小野　　稔［FJCA］（東京大学心臓外科）
　　　　　　　　中尾　浩一［FJCA］（済生会熊本病院�心臓血管センター�循環器内科）
　　　　　　　　中川　義久［FJCA］（滋賀医科大学循環器内科）
　　　　　　　　中川　雄公（大阪大学医学部附属病院�高度救命救急センター）

S20-1	 救急隊による12誘導心電図はなぜ普及しない（循環器専門医の立場から）
田原　良雄［FJCA］（Tahara Yoshio）

国立循環器病研究センター心臓血管内科

S20-2	 救急隊による12誘導心電図はなぜ普及しないか
木村　一雄［FJCA］（Kimura Kazuo）

横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター

S20-3	 岩手県の12誘導心電図伝送システムの普及状況と効果
森野　禎浩（Morino Yoshihiro）

岩手医科大学�内科学講座循環器内科分野

S20-4	 12誘導心電図・伝送システムの活用とその効果
佐々木�伸和（Sasaki Nobukazu）

横浜市消防局�救急部�救急課

S20-5	 12誘導心電図及び12誘導心電図伝送システムの普及率の現況と今後の展望と課題につ
いて
服部　志郎（Hattori Jiro）

吹田市消防本部�東消防署�中消防庁舎

12月17日（金）　16：30～17：40� 第３会場
外科ビデオシンポジウム�1

sequential�bypass のデザインと吻合方法（とくに ITA）
　　　　　座長：坂口　太一［FJCA］（兵庫医科大学）
　　　　　　　　溝手　　勇（大阪大学大学院医学系研究科�循環器内科学）
コメンテーター：赤堀　宏州（兵庫医科大学循環器内科）
　　　　　　　　石川　哲也［FJCA］（獨協医科大学埼玉医療センター）
　　　　　　　　鈴木　友彰［FJCA］（滋賀医科大学心臓血管外科）
　　　　　　　　中村　雅則［FJCA］（市立札幌病院）

VS1-1	 冠動脈血行再建戦略における術式設計としてのシミュレーション医学の役割
板谷　慶一（Itatani Keiichi）

大阪市大大学心臓血管外科
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VS1-2	 当院におけるSVGを用いたsequential吻合
松山　克彦（Matsuyama Katsuhiko）、綿貫　博隆、栃井　将人、杉山　佳代、二村　泰弘
愛知医科大学�心臓外科

VS1-3	 当院での回旋枝領域へのsequential	bypass方法と成績
井上　　武（Inoue Takeshi）、岡田　　翼、阪口　和憲、白木　宏長、岩橋　大輔、濱口　真里、
井上　大志、長命　俊也、長谷川�翔大、河野　敦則、辻本　貴紀、幸田�陽次郎、中井　秀和、
山中　勝弘、岡田　健次
神戸大学医学部附属病院心臓血管外科

VS1-4	 全動脈グラフトを用いたComposite	graft、Sequential	bypassによるオフポンプ冠動
脈バイパス術
甲斐沼　尚（Kainuma Satoshi）、福嶌　五月、川本　尚紀、田所　直樹、角田　宇司、生田�亜由美、
藤田　知之
国立循環器病研究センター心臓外科

VS1-5	 当院におけるSequential	bypass吻合の検討
本田�賢太朗［FJCA］（Honda Kentaro）、國本　秀樹、田島　幸治、藤本　貴大、金子　政弘、上松　耕太、
西村　好晴
和歌山県立医科大学外科学第一講座

12月18日（土）　16：15～17：15� 第２会場
外科ビデオシンポジウム�2

グラフト採取法をUp-date する
　　　　　座長：小船井�光太郎（東京ベイ・浦安市川医療センター循環器内科）
　　　　　　　　西　　宏之［FJCA］（国立病院機構�大阪医療センター�心臓血管外科）
コメンテーター：大塚　頼隆［FJCA］（福岡輝栄会病院）
　　　　　　　　小山　忠明（神戸市立医療センター中央市民病院�心臓血管外科）
　　　　　　　　齊藤　克己［FJCA］（西新井ハートセンター病院循環器内科）
　　　　　　　　下川　智樹［FJCA］（榊原記念病院�/�帝京大学病院）

VS2-1	 Virtual	Reality	Simulationを用いたMICS	ITA	Harvesting－Sternotomy	
Skeletonizationとの比較－
橘　　一俊1（Tachibana Kazutoshi）、岩代　　悠1、在原　綾香1、對馬　慎吾1、菊地　慶太2

函館五稜郭病院�心臓血管外科1、友愛医療センター2

VS2-2	 VASOVIEWを用いた内視鏡下橈骨動脈グラフト採取の経験
佐村　高明（Samura Takaaki）、秦　　広樹、菅野　幹雄、藤本　鋭貴、北市　　隆
徳島大学大学院医歯薬学研究部�心臓血管外科

VS2-3	 内胸動脈採取におけるsemi-pedicled法の立ち位置
矢嶋　真心（Yajima Shin）、関谷　直純、阪下　裕司、上村　　尚、豊島　慶雄、田中　宏衛、山村　光弘、
坂口　太一
兵庫医科大学心臓血管外科

VS2-4	 静脈周囲組織を温存したNo-touch	SVGは静脈グラフトの開存を向上させるか？
恒吉　裕史［FJCA］（Tsuneyoshi Hiroshi）、瀬戸崎�修司、片山　秀幸、和田　拓己、下村�俊太郎、竹内　　彬
静岡県立総合病院�心臓血管外科
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VS2-5	 MICSにおける直視下両側内胸採取
吉岡　大輔（Yoshioka Daisuke）、戸田　宏一、斎藤　哲也、河村　拓史、樫山　紀幸、松浦　良平、
宮川　　繁
大阪大学心臓血管外科

12月18日（土）　10：40～12：10� 第５会場
外科ビデオシンポジウム�3

大動脈基部再手術における冠動脈再建術
　　　　　座長：岡田　健次［FJCA］（神戸大学大学院医学研究科�外科学講座�心臓血管外科分野）
　　　　　　　　野口　暉夫（国立循環器病研究センター心臓血管内科）
コメンテーター：臼田　和生［FJCA］（富山県立中央病院）
　　　　　　　　塩瀬　　明（九州大学大学院医学研究院循環器外科）
　　　　　　　　中村　大輔（大阪大学�循環器内科）
　　　　　　　　湊谷　謙司（京都大学心臓血管外科）

VS3-1	 大動脈基部再手術における冠動脈再建術：Graft	interposition法
荻野　　均［FJCA］（Ogino Hitoshi）、島原　佑介、藤吉　俊毅、岩堀　晃也、丸野　恵大、鈴木　　隼、
松本　龍門、中野　　優、前川　浩毅、加納　正樹、入方　裕樹
東京医科大学心臓血管外科

VS3-2	 Stanford	A型大動脈解離術後、大動脈基部再手術の冠動脈再建法と早期成績に関する
検討
清家　愛幹（Seike Yoshimasa）、陽川　孝樹、小泉　滋樹、政田　健太、井上　陽介、佐々木�啓明、
松田　　均
国立循環器病研究センター�心臓血管外科

VS3-3	 再大動脈基部置換時の冠動脈再建術の成績
幸田�陽次郎（Koda Yojiro）、岡田　　翼、阪口　和憲、長命　俊也、井上　大志、濱口　真里、長谷川�翔大、
河野　敦則、辻本　貴紀、村上　　優、中井　秀和、山中　勝弘、井上　　武、岡田　健次
神戸大学医学部附属病院心臓血管外科

VS3-4	 Carrel	patch法を主体とした大動脈基部再手術の周術期および遠隔期成績
島村　和男（Shimamura Kazuo）、四條　崇之、前田　孝一、戸田　宏一、吉岡　大輔、平　　将生、
宮川　　繁
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科

VS3-5	 大動脈基部再手術における冠動脈再建法
内田　徹郎（Uchida Tetsuro）

山形大学�医学部�外科学第二講座（循環器・呼吸器・小児外科学）

VS3-6	 大動脈基部再手術におけるCabrol変法の有用性
田中�亜紀子1（Tanaka Akiko）、Smith�Holly1、Safi�Hazim2、Estrera�Anthony1

McGovern�Medical�School�at�UTHealth1、HCA�Houston�Health�Care2

VS3-7	 Svensson法による冠動脈再建を行った再手術症例Bentall型大動脈基部置換術の検討
尾藤　康行（Bito Yasuyuki）、青山　孝信、阪口　正則、桐谷�ゆり子、角谷　明洋、土井�正太郎、村上　貴志
大阪市立総合医療センター�心臓血管外科
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12月17日（金）　17：50～18：55� 第２会場
教育セッション�1

虚血性心疾患における心エコー：Up�to�Date
　　　　　座長：川合　宏哉（兵庫県立姫路循環器病センター）
　　　　　　　　瀬尾　由広（名古屋市立大学�循環器内科）
コメンテーター：泉　　知里（国立循環器病研究センター�心臓血管内科）
　　　　　　　　下川　智樹［FJCA］（榊原記念病院�/�帝京大学病院）
　　　　　　　　永井　知雄（東海大学医学部内科学系循環器内科）
　　　　　　　　西　　宏之［FJCA］（国立病院機構�大阪医療センター�心臓血管外科）

ES1-1	 負荷心エコーによる心筋虚血の診断およびviability評価；現状と今後の課題
平野　　豊（Hirano Yutaka）

近畿大学病院�中央臨床検査部1、近畿大学病院�循環器内科2

ES1-2	 STEMI急性期合併症:	診断におけるtips	&pitfallsならびに治療方針決定における意義
大西　俊成（Onishi Toshinari）

桜橋渡辺病院心臓血管センター心不全科

ES1-3	 急性心筋梗塞の予後予測におけるベッドサイド心筋ストレイン法の役割
岩橋　徳明（Iwahashi Noriaki）、木村　一雄
横浜市立大学付属市民総合医療センター

ES1-4	 虚血性心疾患の診断および予後予測における2Dストレイン法の意義
田中　秀和（Tanaka Hidekazu）

神戸大学大学院�循環器内科学分野

ES1-5	 虚血性心疾患に合併した僧帽弁閉鎖不全症の診断と治療のための心エコー図
大西　哲存（Onishi Tetsuari）、高谷　具史、川合　宏哉
兵庫県立姫路循環器病センター�循環器内科

12月17日（金）　17：50～18：40� 第３会場
教育セッション�2

非心臓手術周術期の抗血栓療法
　　　　　座長：木村　一雄［FJCA］（横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター）
　　　　　　　　中村　正人（東邦大学医療センター大橋病院）
コメンテーター：上妻　　謙（帝京大学医学部内科�/�循環器内科）
　　　　　　　　新家　俊郎（昭和大学医学部内科学講座�循環器内科学部門）
　　　　　　　　中川　義久［FJCA］（滋賀医科大学循環器内科）

ES2-1	 日本人におけるHBRについて
夏秋　政浩（Natsuaki Masahiro）

佐賀大学医学部循環器内科

ES2-2	 非心臓手術の周術期抗血栓療法：何に留意すべきか？
大塚　文之（Otsuka Fumiyuki）

国立循環器病研究センター�心臓血管内科�冠疾患科
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12月18日（土）　15：05～16：10� 第３会場
教育セッション�3

達人に学ぶComplex�PCI
　　　　　座長：岡村　篤徳（桜橋渡辺病院�心臓血管センター）
　　　　　　　　新家　俊郎（昭和大学医学部内科学講座�循環器内科学部門）
コメンテーター：角谷　　誠（加古川中央市民病院）
　　　　　　　　新浪　博士（東京女子医科大学心臓血管外科）
　　　　　　　　樋口　義治［FJCA］（大阪警察病院循環器内科）
　　　　　　　　松宮　護郎［FJCA］（千葉大学大学院医学研究院心臓血管外科学）

ES3-1	 Aggressive	and	safe	usage	of	Rotablator
福原　　怜（Fukuhara Rei）

兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科

ES3-2	 Tips	&	Tricks	of	current	DCA
岡田　正治（Okada Masaharu）

淡海医療センター

ES3-3	 Complex	PCIを極める
角辻　　暁（Sumitsuji Satoru）

大阪大学医学部国際循環器学寄附講座

ES3-4	 達人になるために必要なこととは？
伊藤　良明（Ito Yoshiaki）

済生会横浜市東部病院�循環器内科

ES3-5	 ロータブレーター安全使用のためのTips
道明　武範（Domei Takenori）

小倉記念病院

12月18日（土）　11：00～12：10� 第１会場
日本集中治療医学会・日本冠疾患学会　ジョイントセッション

CCUの目的と将来展望
　　　　　座長：伊藤　智範（岩手医科大学）
　　　　　　　　佐藤　直樹［FJCA］（かわぐち心臓呼吸器病院�循環器内科）
コメンテーター：浅井　　徹［FJCA］（順天堂大学心臓血管外科）
　　　　　　　　中尾　浩一［FJCA］（済生会熊本病院�心臓血管センター�循環器内科）
　　　　　　　　藤田　知之［FJCA］（国立循環器病研究センター�心臓血管外科）
　　　　　　　　吉野　秀朗［FJCA］（医療法人財団慈生会�野村病院）

JS-1	 集中治療医学会CCU委員会の立場から
伊藤　智範（Itoh Tomonori）

岩手医科大学�内科学講座循環器内科分野／医学教育学講座地域医療学分野

JS-2	 Coronary	care	unitからCardiac	care	unitへ－似て非なるunit、虚血から見るか心不
全から見るか？－
桃原　哲也［FJCA］（Tobaru Tetsuya）

社会医療法人財団�石心会�川崎幸病院�心臓病センター/循環器内科
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JS-3	 Cardiovascular	Intensive	Careの標準化
山本　　剛1（Yamamoto Takeshi）、澁谷　淳介1、塩村　玲子1、松田　淳也1、中田　　淳1、宮地　秀樹1、
太良　修平2、時田　祐吉2、圷　　宏一2、高野　仁司2、清水　　渉2、岩崎　雄樹2

日本医科大学付属病院�心臓血管集中治療科1、日本医科大学付属病院�循環器内科2

JS-4	 我が国の重症患者管理ユニットの展望
武居　哲洋（Takei Tetsuhiro）

横浜市立みなと赤十字病院�救命救急センター

JS-5	 「特定集中治療室管理料」の問題点と今後の展望
小林　欣夫［FJCA］（Kobayashi Yoshio）

千葉大学�大学院医学研究院�循環器内科学

12月18日（土）　13：30～15：00� 第３会場
日本冠疾患学会教育委員会企画

この症例、ガイドラインに則ったらどう治療する？
座長：志手　淳也（大阪府済生会中津病院）
　　　土井　　潔［FJCA］（岐阜大学大学院医学系研究科�心臓血管外科学分野）

EL-1	 冠血行再建ガイドライン（2018年改訂版）の特徴と課題
夜久　　均［FJCA］（Yaku Hitoshi）

京都府立医科大学大学院医学研究科心臓血管外科学

EL-2	 PCI治療で残存CTO病変を残さないための当院の工夫
岡村　篤徳（Okamura Atsunori）

桜橋渡辺病院�心臓・血管センター

EL-3	 冠動脈外科医から見たチャレンジングな高度技術
浅井　　徹［FJCA］（Asai Tohru）

順天堂大学�医学部�心臓血管外科

EL-4	 薬剤性心筋症に伴う僧帽弁閉鎖不全症で心不全入院を繰り返す症例に無症候性心筋虚
血が判明、どう介入を？
高谷　具史（Takaya Tomofumi）

兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科

EL-5	 血行再建法としてPCIを選択し治療途中の、糖尿病・ASO合併・低左心機能の冠動脈
3枝病変の一例
楠本　紘史（Kusumoto Hirofumi）、東野　順彦、大辻　　悟、滝内　　伸、長谷川�勝彦、石淵�かすみ、
田丸　裕人、山本　　航、中林　　章、井上　雅巨
愛心会東宝塚さとう病院

EL-6	 では、この症例はどう治療する？～慢性腎不全を伴う低左心機能、重症３枝病変の症例
小山　忠明（Koyama Tadaaki）

神戸市立医療センター中央市民病院

EL-7	 ハイリスク低心機能左主幹部・重症３枝病変をどう治療する？
平岡　有努（Hiraoka Arudo）

心臓病センター榊原病院心臓血管外科
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12月17日（金）　10：10～11：30� 第４会場
コメディカル　シンポジウム�1

冠動脈疾患の心臓カテーテル検査・PCI 治療から病棟管理までのポイント
　　　　　座長：大竹�陸希光（大阪警察病院）
　　　　　　　　近藤　智勇（国立研究開発法人国立循環器病研究センター）
ディスカッサー：森　　直己（大阪警察病院�循環器内科）

CS1-1	 心臓カテーテル検査・治療からの病棟看護のポイント
友成　恵子（Tomonari Keiko）

医療法人警和会大阪警察病院

CS1-2	 カテ中の放射線技師の役割や他職種に求めること
川村　克年（Kawamura Katsutoshi）

医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院診療支援部放射線科

CS1-3	 心臓カテーテル検査・治療時のポイント	～臨床工学技士の視点から～
谷岡　　怜（Tanioka Ryo）、徳永　祐也、飯島　尚哉、原田　　樹、西林　優一、原　　直暉、西垣　紘基、
水上　一也、中野　克哉、福永　　涼、花岡　正志、石黒　聖也、陽川　直子、岩崎　一崇、
加藤　博史
神戸大学医学部附属病院臨床工学部

CS1-4	 心臓カテーテル室に関わる看護師に求められるもの
中村　康雄（Nakamura Yasuo）

東京蒲田病院

CS1-5	 時間軸で考える冠動脈疾患の心臓リハビリテーション
岡村　正嗣1,2（Okamura Masatsugu）、岩田　　究3、折津　英幸1、小西　正紹3、菅野　晃靖3

横浜市立大学附属病院リハビリテーション部1、横浜市立大学大学院医学研究科医科学専攻2、
横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学3

12月17日（金）　14：50～16：10� 第４会場
コメディカル　シンポジウム�2

心臓カテーテル検査室における医療安全チェックリストの活用法�
―安全で安心な検査・治療を行うために―
座長：有田　豊広（東宝塚さとう病院）
　　　中平　修司（りんくう総合医療センター）

CS2-1	 心臓カテーテル検査室における医療安全チェックリストの活用法	
―安全で安心な検査・治療を行うために―
山本　宗孝（Yamamoto Munetaka）

順天堂大学医学部附属順天堂医院医療安全機能管理室医療安全管理部門

CS2-2	 心臓カテーテル検査室における医療安全の実践		-当院での取り組みと課題-
大槻　尚男（Otsuki Hisao）、秦　　武弘、稲垣　裕介、中尾　　優、嵐　　弘之、山口　淳一、萩原　誠久
東京女子医科大学病院循環器内科

CS2-3	
庄司　香織
NTT東日本関東病院
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CS2-4	 医療機器を軸とした心臓カテーテル検査室における医療安全対策
藤井　順也（Fujii Junya）

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター臨床工学室

CS2-5	 耳原総合病院　心臓カテーテルでのタイムアウト・ファイナルチェック
向井�亮太郎（Mukai Ryoutarou）

社会医療法人同仁会耳原総合病院放射線科

12月17日（金）　16：50～18：10� 第４会場
コメディカル　シンポジウム�3

重症冠疾患、救急医療におけるハートチームの連携�
―AMI、VSPの治療とコメディカルの関わり―
座長：加藤　恵子（近畿大学医学部付属病院）
　　　加藤　大三（大阪警察病院）

CS3-1	 ハートチームで取り組むVADケア
久保田　香（Kubota Kaori）

大阪大学医学部附属病院看護部移植医療部

CS3-2	 Impella挿入術における放射線技師の役割
柳川　康洋（Yanagawa Yasuhiro）

大阪大学医学部附属病院医療技術部放射線部門

CS3-3	 当院におけるAMI症例に対するIMPELLA管理について
石川　　慶1（Ishikawa Kei）、吉田�幸太郎1、松本　猛志1、峰松　佑輔1、楠本　繁崇1、高階　雅紀1、
河村　拓史2、戸田　宏一2、宮川　　繁2

大阪大学医学部附属病院臨床工学部1、大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学2

CS3-4	 循環器救急医療におけるコメディカルの連携－薬剤師の役割－
小田　亮介（Oda Ryosuke）

国立循環器病研究センター薬剤部

12月18日（土）　9：50～11：10� 第４会場
コメディカル　シンポジウム�4

コロナ禍における冠疾患診療の現場
座長：大北　亜樹（関西医科大学附属病院）
　　　原谷�こずえ（枚方公済病院）

CS4-1	 COVID-19の病院感染管理
坂本　史衣（Sakamoto Fumie）

学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院QIセンター感染管理室

CS4-2	 コロナ禍における当院でのPCI件数の動向
住田　有弘1（Sumida Arihiro）、新井　帝東1、酒井　陸郎1、佐藤　俊弥1、田中　秀彰1、正木　亮多1、
大石　庸介2、小倉　邦弘3、酒井�孝志郎1、関本　輝雄4、荒井　　研5、近藤　誠太1、辻田　裕昭1、
松本　英成1、新家　俊郎1

昭和大学医学部内科学講座循環器内科学部門1、菊名記念病院2、ひたち医療センター3、昭和大学藤が丘病院4、
関東労災病院5
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CS4-3	 コロナ禍における冠疾患診療の現場－看護師ができること－
加藤　恵子（Katou Keiko）

近畿大学病院

CS4-4	 afterコロナに向けた新たな薬剤業務について
眞継　賢一（Matsugi Kenichi）、上田　浩貴、濱口　良彦
関西電力病院薬剤部

CS4-5	 withコロナにおける心臓リハビリテーションの現場		
福井　教之1（Fukui Noriyuki）、碇山　泰匡1、島田　幸洋1、柳　　英利1、賀川　尚美1、上谷　祥紘1、
北垣　和史3、小西　治美1、山田　沙織1、富樫�ともよ1、藤井�沙也子1、中西　道郎2、三浦　弘之1、
青木　竜男1

国立循環器病研究センター�循環器リハビリテーション部�心血管リハビリテーション科1、医療法人�中西医院2、
四條畷学園大学�リハビリテーション学部3

12月18日（土）　13：30～14：20� 第４会場
コメディカル　シンポジウム�5

冠疾患患者の治療フェーズにおける心臓リハビリテーションの介入�
―現状と課題―
座長：堀　　貴史（医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院�リハビリテーション科）

CS5-1	 高齢患者の包括的心臓リハビリテーションの継続支援について
原谷�こずえ（Haratani Kozue）

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院看護部

CS5-2	 超高齢者では心臓手術後の運動耐容能回復が遅延するのか？～術後の運動耐容能回復に
影響を及ぼす因子の検討～
荒木　直哉（Araki Naoya）、高木　　淳、西川　幸作、吉永　　隆、岡本　　健、福井　寿啓
熊本大学病院�心臓血管外科

CS5-3	 冠疾患患者における急性期の身体機能評価と難渋例への対応
佐藤　宏樹1,2（Sato Hiroki）

川崎医科大学リハビリテーション医学1、川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター2

12月17日（金）　9：00～9：30� 第４会場
コメディカル　教育講演�1

今更聞けない「コメディカルが知っておくべき冠動脈疾患の基本的な病態
と治療法の解説」
座長：金谷　吉崇（市立豊中病院�薬剤部）
　　　服部　雄司（国立循環器病研究センター�薬剤部�副薬剤部）

CE1-1	 今更聞けない「コメディカルが知っておくべき冠動脈疾患の基本的な病態と治療法の解説」
市堀　泰裕（Ichibori Yasuhiro）

大阪警察病院循環器内科
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12月17日（金）　9：35～10：05� 第４会場
コメディカル　教育講演�2

医療法改定への対応を含めた被ばく線量の管理および記録�
―活用法について―
座長：鯰井　秀之（大手前病院）

CE2-1	 医療法改定への対応を含めた被ばく線量の管理および記録活用法について
川野　　彰（Kawano Akira）

康生会武田病院放射線科

12月17日（金）　14：00～14：30� 第４会場
コメディカル　教育講演�3

冠動脈領域で知っておくべき画像診断�
―治療に必要な知識と活用法―
座長：永森　嵩士（大阪警察病院）

CE3-1	 カテーテルスタッフが共有する冠動脈領域の画像診断
水戸　武史（Mito Takeshi）

箕面市立病院放射線部

12月17日（金）　16：20～16：50� 第４会場
コメディカル　教育講演�4

動画で見る虚血性疾患�
―心筋梗塞とその外科治療―
座長：松本　猛志（大阪大学医学部附属病院�臨床工学部）

CE4-1	 急性心筋梗塞による機械的合併症に対する外科治療
齊藤　哲也（Saito Tetsuya）、戸田　宏一、吉岡　大輔、河村　拓史、樫山　紀幸、松浦　良平、
河村　　愛、平　　将生、島村　和男、宮川　　繁
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科

12月18日（土）　9：00～9：40� 第４会場
コメディカル　教育講演�5

抗血栓療法のアップデート
座長：大井　美和（大阪警察病院�薬剤部）
　　　中藏�伊知郎（国立循環器病研究センター�薬剤部）

CE5-1	 冠動脈疾患における抗血栓薬アップデート2021
樋口　義治［FJCA］（Higuchi Yoshiharu）

大阪警察病院�心臓センター�循環器内科
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12月18日（土）　11：30～12：00� 第４会場
コメディカル　教育講演�6

研究のすすめ�
―コメディカルが実施可能な冠疾患領域での臨床研究について―
座長：木田　博太（大阪急性期・総合医療センター�臨床工学室）

CE6-1	 研究のすすめ　コメディカルが実施可能な冠疾患領域での臨床研究について
外海　洋平（Sotomi Yohei）、須永　晃弘、彦惣　俊吾、坂田　泰史
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

12月18日（土）　14：30～15：00� 第４会場
コメディカル　教育講演�7

超高齢社会における終末期冠疾患患者への意思決定支援
座長：深水　愛子（大阪警察病院）

CE7-1	 超高齢社会における終末期冠疾患患者への意思決定支援
大北　亜樹（Ohkita Aki）

関西医科大学附属病院看護部

CE7-2	 冠疾患患者に対する終末期の意思決定支援の実際
久保田�ナナ（Kubota Nana）

関西医科大学附属病院

12月17日（金）　13：45～15：05� 第５会場
抗血栓フォーラム

出血リスク軽減を目指した抗血栓療法
座長：木村　一雄（横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター）
　　　平山　篤志（大阪警察病院循環器内科）
共催：第一三共株式会社

AT-1	 ELDERCARE,	ANAFIE	registryから学ぶ高齢心房細動患者の抗血栓療法
山下　武志（Yamashita Takeshi）

心臓血管研究所

AT-2	 現時点でのshort	DAPTの有用性とその限界
渡辺　宏俊（Watanabe Hirotoshi）

京都大学循環器内科

AT-3	 出血・虚血リスク軽減を目指すWOEST	like	regimeの有用性とその機序
中村　正人（Nakamura Masato）

東邦大学大橋医療センター循環器内科



優秀演題賞候補

プ
ロ
グ
ラ
ム

日
本
冠
疾
患
学
会 

教
育
委
員
会
企
画

日
本
集
中
治
療
医
学
会
・
日
本
冠
疾
患
学
会
　

ジ
ョ
イ
ン
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン

教
育
セ
ッ
シ
ョ
ン

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

外
科
ビ
デ
オ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

コ
メ
デ
ィ
カ
ル 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

コ
メ
デ
ィ
カ
ル 

教
育
講
演

抗
血
栓
フ
ォ
ー
ラ
ム

優
秀
演
題
賞
候
補





The 35th Annual Meeting of the Japanese Coronary Association 59

12月17日（金）　14：00～15：00� 第２会場
優秀演題賞候補
　座長：上田　恭敬［FJCA］（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター�循環器内科）
　　　　高橋　俊樹［FJCA］（医療法人徳洲会吹田徳洲会病院心臓血管外科）
審査員：夜久　　均［FJCA］（京都府立医科大学大学院医学研究科�心臓血管外科学）
　　　　小林�順二郎（国立循環器病研究センター）
　　　　野出　孝一［FJCA］（佐賀大学医学部循環器内科）

E-1	 Coronary	Artery	Spasm-Induced	Acute	Myocardial	Infarction	(CASIAMI)
末田　章三［FJCA］（Sueda Shozo）

愛媛県立新居浜病院

E-2	 虚血性心筋症における両側内胸動脈使用の有用性
中江　昌郎（Nakae Masaro）、甲斐沼　尚、戸田　宏一、吉岡　大輔、齊藤　哲也、河村　拓史、
河村　　愛、樫山　紀幸、松浦　良平、平　　将生、島村　和男、宮川　　繁
大阪大学大学院�医学系研究科�外科学講座�心臓血管外科学

E-3	 広範囲前壁中隔心筋梗塞に合併した心原性ショックの1例：Impella	5.0の管理上の問
題点とその対策
西本　裕二（Nishimoto Yuji）、原　　諒輔、谷口　良司、当麻　正直、佐藤　幸人
兵庫県立尼崎総合医療センター�循環器内科

E-4	 冠動脈造影で短絡血流を伴う腫瘤状濃染像を認めた心サルコイドーシスの一例
朝倉　清史（Asakura Kiyoshi）、南　　尚賢、永田　貴子、亀田　　良、小板橋�俊美、阿古　潤哉
北里大学�医学部�循環器内科学

E-5	 川崎病による巨大冠動脈瘤、冠動脈狭窄に対し、学童期に冠動脈バイパス術を施行した
一例
中井　理絵（Nakai Rie）、山岸　正明、前田　吉宣、浅田　　聡、本宮　久之、永瀬　　崇、沼田　　智、
夜久　　均
京都府立医科大学�小児心臓血管外科

E-6	 左前下行枝領域タンデム病変に対する近位部血行再建後の心筋シンチグラフィを用いた
評価および遠隔成績
小椋　弘樹（Ogura Hiroki）、藤井　　涼、中村　康人、梅田　悦嗣、加藤　貴吉、坂井　　修、
山口�聖二郎、島袋　勝也、土井　　潔
岐阜大学�大学院�医学系研究科�外科学講座�心臓血管外科学
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一般演題�1� 11：50～12：30　第２会場

症例報告内科 1
座長：岩倉　克臣［FJCA］（桜橋渡辺病院�内科）
　　　福田　宏嗣［FJCA］（獨協医科大学�心臓・血管外科）

O1-1	 IVUSガイドのtip	detection法でsub	intimaから真腔へwireを誘導することに成功し
た２症例
鈴木　智詞（Suzuki Satoshi）、岡村　篤徳、上田　泰大、川平　正継、田中　宏和、田中　康太、
渡辺�平太郎、住吉　晃典、樫山　智一、永井　宏幸、渡邊　哲史、岩本　　睦、藤井　謙司
桜橋渡辺病院

O1-2	 冠攣縮により急性心筋梗塞をきたした壮年女性症例
高瀬　凡平1,2

［FJCA］（Takase Bonpei）、林　　克己2、久田　哲也2、三宅　隆之3、永田　雅良2

防衛医科大学校�集中治療部1、入間ハート病院2、所沢ハートセンター3

O1-3	 Rotablator	＋	DCBで治療したCTO症例
神田　大輔（Kanda Daisuke）、大牟禮�健太、薗田　剛嗣、安崎　和博、有川　　亮、大石　　充
鹿児島大学病院�心臓血管内科

O1-4	 狭小基部解剖かつ冠動脈低位合併ASに対するTAVI後、自己弁尖による冠動脈狭窄を
来しPCIを施行した一例
森　香穂子1（Mori Kahoko）、水谷�有克子1、朝野　直城2、石川　哲也1、東　　彩子1、板橋　裕史1、
小林�さゆき1、鳥飼　　慶2、田口　　功1、高野　弘志2

獨協医科大学埼玉医療センター�循環器内科1、獨協医科大学埼玉医療センター�心臓血管外科2

一般演題�2� 15：10～16：00　第２会場

侵襲的・非侵襲的画像診断 2
座長：上村　史朗（川崎医科大学�循環器内科）
　　　中島　博之［FJCA］（山梨大学第二外科）

O2-1	 SYNTAXスコア2で冠動脈バイパス術(CABG)を指示された症例に対する経皮的冠動
脈形成術(PCI)の検討
松村�憲太郎（Matsumura Kentaro）

香川井下病院�循環器内科

O2-2	 Ultimaster留置5年後に超遅発性ステント血栓症により急性冠症候群を発症した1例
武久　佳央（Takehisa Kao）、秦　　武弘、森　かおり、畠山　　岳、稲垣　裕介、大槻　尚男、中尾　　優、
春木�伸太郎、嵐　　弘之、南　雄一郎、山口　淳一、萩原　誠久
東京女子医科大学病院�循環器内科

O2-3	 急性冠症候群症例におけるPropensity	scoreを用いたOCTガイドとIVUSガイド緊急
PCIの臨床成績に関する検討
岡本　公志（Okamoto Hiroshi）、上野　雅彦、神坂　　恭、笹平　彬貴、周藤　泰章、西　　　毅、
古山　輝將、今井�孝一郎、山田�亮太郎、久米　輝善、根石　陽二、上村　史朗
川崎医科大学�循環器内科
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O2-4	 CTのMPR画像を用いたシュミレーションとBAV中の同時造影が冠動脈閉塞予防に有
用であったTAVI症例
福冨　基城（Fukutomi Motoki）、大西　隆行、斎藤　直樹、羽鳥　　慶、板倉　大輔、門間　　周、
和田　真弥、山本　　慧、安藤　　智、佐々木�法常、高橋　秀雄、福永　　博、川上　　徹、
桃原　哲也
川崎幸病院�川崎心臓病センター�循環器内科

O2-5	 経カテーテル弁の交連部と冠動脈入口部の干渉の検討
中渡瀬　智（Nakawatase Satoshi）、市堀　泰裕、安達�賢太郎、筒井　悠美、安永　元樹、濱中　佑馬、
森　　直己、南口　　仁、林　　隆治、牧野　信彦、平山　篤志、樋口　義治
大阪警察病院�循環器内科

一般演題�3� 14：00～15：00　第３会場

症例報告外科 1
座長：篠内　和也（大阪大学医学部附属病院）
　　　高橋　政夫［FJCA］（平塚共済病院�心臓血管外科）

O3-1	 PCI中に断裂したIVUSを心拍動下に回収および冠動脈バイパスを施行した一例
濱田　隆介（Hamada Ryusuke）、岡本　一真、宮下　直也、松田　靖弘、湯上�晋太郎、西野　貴子、
小川　達也、金田　敏夫、坂口　元一
近畿大学�医学部�心臓血管外科

O3-2	 Full	metal	jacketのLAD	restenosisに対しステント抜去、endarterectomyによる血
行再建を行った一例
湯本　啓太（Yumoto Keita）、内室　智也、吉尾　敬秀、和田　賢二、熊谷　和也、木下　友希、高梨�秀一郎
川崎幸病院�心臓外科

O3-3	 内膜摘除を併施したLITA-LAD吻合部に血栓像を認め抗凝固薬にて改善した1例
松山　重文（Matsuyama Shigefumi）、佐藤　敦彦、井上　堯文、中永　　寛、田端　　実
国家公務員共済組合連合会�虎の門病院�循環器センター外科

O3-4	 CABG後の狭心症に対し、MICSでRedoCABGを施行した透析患者の1例
望月　大輔1（Mochizuki Daisuke）、笠原　勝彦1、川崎　暁生1、安達　晃一2

公立学校共済組合関東中央病院�心臓血管外科1、横須賀市立うわまち病院�心臓血管外科2

O3-5	 CABG術後狭心症再発症例に対するMICS-CABGの有用性
安達　晃一1（Adachi Koichi）、田島　　泰1、中村　宜由1、佐野　太一1、中田　弘子1、山口　敦司2

横須賀市立うわまち病院�心臓血管外科1、自治医科大学�附属さいたま医療センター2

O3-6	 超高齢者の重症3枝病変に対するHybrid治療を施行した一例
丸野　恵大（Maruno Keita）、渡邊　達也、徳永　宜之、吉田　英夫、杭ノ瀬�昌彦
川崎医科大学総合医療センター
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一般演題�4� 11：40～12：40　第４会場

症例報告外科 2
座長：細川　丈志［FJCA］（葛西昌医会病院循環器科）
　　　正井　崇史［FJCA］（大阪警察病院�心臓血管外科）

O4-1	 高度AS+冠動脈疾患に対してTAVI+MIDCABを施行した1例
中堀　洋樹（Nakabori Hiroki）、飯野　賢治、片桐　絢子、齋藤　直毅、上田　秀保、山本　宜孝、
村田　　明、木村　圭一、竹村　博文
金沢大学附属病院�心臓血管外科

O4-2	 脳梗塞の発症を契機に診断された心筋梗塞後巨大左室仮性瘤の1手術例
中川　敬也（Nakagawa Takaya）、高井�佳菜子、山内　　孝
市立東大阪医療センター�心臓血管外科

O4-3	 両側頸動脈病変と両側腸骨動脈病変を伴うOPCAB症例に対して安全に予防的IABP
を使用した１例
前田　基博（Maeda Motohiro）、丸山　雄二、村田　智洋、太田　恵介、上田　仁美、森嶋　素子、
栗田　二郎、宮城　泰雄、石井　庸介
日本医科大学付属病院�心臓血管外科

O4-4	 急性心筋梗塞によるショックにIMPELLA挿入し冠動脈バイパス術を施行した3例
昼八　史也（Chubachi Fumiya）、中嶋　博之、秋山　正年、徳永　千穂、高澤　晃利、村田　　哲、
堀　　優人、熊谷　　悠、吉武　明弘
埼玉医科大学�国際医療センター�心臓血管外科

O4-5	 左主幹部病変に対する緊急冠動脈バイパス後にIMPELLAを使用した1例
小林　卓馬（Kobayashi Takuma）、沼田　　智、川尻　英長、眞鍋�嘉一郎、池本　公紀、法里　　優、
夜久　　均
京都府立医科大学�心臓血管外科

O4-6	 亜急性心筋梗塞に伴う心室中隔穿孔に対しImpella使用下に心不全を加療し術後生存し
えた１例
新崎　翔吾（Niizaki Shogo）

倉敷中央病院�心臓血管外科

一般演題�5� 9：00～10：10　第５会場

一次予防と二次予防
座長：高野　仁司［FJCA］（日本医科大学付属病院�内科）
　　　徳永　滋彦（JCHO九州病院心臓血管外科）

O5-1	 New	generation	DES留置後,	リポプロテイン(a)が長期予後に与える影響
木村　俊雄（Kimura Toshio）、赤堀　宏州、田中　孝昌、谷仲　厚治、吉原　永貴、三木�考次郎、
今仲　崇裕、石原　正治
兵庫医科大学�循環器・腎透析科

O5-2	 急性心筋梗塞後の責任病変関連イベントと非責任病変関連イベントの頻度の検討
臺　　和興1

［FJCA］（Dai Kazuoki）、重里　侑甫1、谷延　成美1、重原　幹生1、兵頭　洋平1、友森　俊介1、
檜垣　忠直1、大井　邦臣1、川瀬　共治1、末成　和義1、西岡　健司1、大塚　雅也1、正岡　佳子1、
塩出　宣雄1、中野�由紀子2

広島市民病院循環器内科1、広島大学病院循環器内科2
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O5-3	 急性冠症候群発症時の低LDLコレステロール血症は予後不良と関連する
佐藤　亮佑1（Sato Ryosuke）、松澤　泰志1、小西　正紹2、中橋　秀文2、荻野　　尭2、南本　祐吾2、
木村�裕一郎2、岡田　興造2、岩橋　徳明2、日比　　潔2、小菅　雅美2、海老名�俊明3、田村　功一4、
木村　一雄4

横浜市立大学附属市民総合医療センター�心臓血管センター内科1、横浜市立大学附属病院�循環器内科2、
横浜市立大学附属市民総合医療センター�臨床検査部3、横浜市立大学医学部�循環器・腎臓・高血圧内科学4

O5-4	 急性冠症候群患者における末梢血NGFR陽性細胞数は冠動脈病変の進行を予測する
高島�伸一郎1（Takashima Shinichiro）、薄井�荘一郎1、松浦�伸太郎3、五天　千明1、大谷　啓輔1、
久保田�幸次2、坂田　憲治1、川尻　剛照1、高村　雅之1

金沢大学�循環器内科1、公立松任石川中央病院2、富山県立中央病院3

O5-5	 冠攣縮性狭心症(VSA)の発生頻度の変遷と長期予後に関する検討―高ホモシステイン血
症との関連性について―
松村�憲太郎（Matsumura Kentaro）

香川井下病院�循環器内科

O5-6	 冠微小血管障害例の頻度は？―アセチルコリン負荷試験における検討
末田　章三［FJCA］（Sueda Shozo）

愛媛県立新居浜病院

O5-7	 冠攣縮が原因と思われる心臓突然死蘇生例への服薬下薬剤誘発負荷試験の意義
末田　章三［FJCA］（Sueda Shozo）

愛媛県立新居浜病院

一般演題�6� 10：20～11：20　第５会場

侵襲的・非侵襲的画像診断 1
座長：稲見　茂信［FJCA］（国際医療福祉大学塩谷病院循環器内科）
　　　貞弘　光章［FJCA］（山形市立病院済生館）

O6-1	 冠動脈ステント留置1年後の血管内視鏡所見とステント血栓症リスク因子の関連につい
ての検討
福泉　　偉1（Fukuizumi Isamu）、時田　祐吉1、塩村　玲子1,2、澁谷　淳介1,2、松田　淳也1,2、野間�さつき1、
久保田�芳明1、中田　　淳1,2、宮地　秀樹1,2、太良　修平1、高野　仁司1、清水　　渉1

日本医科大学�循環器内科1、日本医科大学�心臓血管集中治療科2

O6-2	 Influence	of	PCI	on	the	coronary	microcirculation	in	stable	coronary	artery	
disease
浜中　佑馬（Hamanaka Yuma）、市堀　泰裕、安達�賢太郎、佐々木　駿、松村�未紀子、筒井　悠美、
安永　元樹、森　　直己、南口　　仁、林　　隆治、牧野　信彦、平山　篤志、樋口　善治
大阪警察病院�循環器内科

O6-3	 ディープラーニングによる血管内超音波画像セグメンテーション:　高周波数超音波画
像での検討
西　　　毅1（Nishi Takeshi）、井村　慎二3、北原　秀喜2、立石　和也2、岡本　公志1、山田�亮太郎1、
久米　輝善1、小林　欣夫2、上村　史朗1

川崎医科大学�循環器内科学1、千葉大学大学院医学研究院�循環器内科学2、岡村記念病院�循環器内科3
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O6-4	 急性冠症候群に対する	PCI	の	2	週間後および	3	ヶ月後における冠動脈内視鏡所見の比
較検討
冨永　拓矢（Tominaga Takuya）、濱中　佑馬、中渡瀬　智、安達�賢太郎、松村�未紀子、佐々木　駿、
筒井　悠美、安永　元樹、森　　直己、市堀　泰裕、南口　　仁、林　　隆治、牧野　信彦、
樋口　義治、平山　篤志
大阪警察病院

O6-5	 FFR-CT検査における虚血判定結果と臨床経過・他検査所見を考慮した治療方針とが相
反する結果となった2症例
今本　量允（Imamoto Kazumasa）、金沢　武哲、稲田　　司、木村　　蓮、東　　彬人、丸一　　栞、
相田　健次、湯川　　弘、小林　洋平、高橋　由樹、中川�英一郎、伊藤　晴康、長央　和也、
林　富士男、牧田　俊則
大阪赤十字病院�循環器内科

O6-6	 Virtual	reality技術の臨床応用に向けた三次元解析の信頼性の検証
神谷　賢一1（Kamiya Kenichi）、永谷　幸裕2、寺田　真也3、松林　優児1、三輪　駿太1、森　陽太郎1、
脇坂　穂高1、榎本　匡秀1、南舘　直志1、高島　範之1、藤井　太平4、仲田　　晋5、鈴木　友彰1

滋賀医科大学�外科学講座�心臓血管外科1、滋賀医科大学�放射線医学講座2、滋賀医科大学�大学院医学研究科3、
立命館大学�総合科学技術研究機構4、立命館大学�情報理工学部5

一般演題�7� 11：30～12：20　第５会場

症例報告内科 2
座長：阿古　潤哉（北里大学医学部�循環器内科学）
　　　山口　敦司［FJCA］（自治医科大学附属さいたま医療センター�心臓血管外科）

O7-1	 心筋梗塞後に左室瘤を認めた1例
今仲　崇裕1（Imanaka Takahiro）、田中　孝昌1、谷仲　厚治1、吉原　永貴1、木村　俊雄1、三木�孝次郎1、
赤堀　宏州1、上村　　尚2、関谷　直純2、坂口　太一2、石原　正治1

兵庫医科大学�循環器・腎透析内科1、兵庫医科大学�心臓血管外科2

O7-2	 冠攣縮が失神発作の原因と思われる一例
宮本　貴庸1（Miyamoto Takamichi）、小島　大二1、山内　康照2、吉野　秀朗3

みたか循環器内科1、みなと赤十字病院2、医療法人財団慈生会�野村病院3

O7-3	 偏頭痛発作の治療中に冠攣縮を発症した一例
吉野　秀朗1

［FJCA］（Yoshino Hideaki）、小島　大二2、宇井　義典3

医療法人財団慈生会�野村病院�内科1、みたか循環器内科2、三鷹第一クリニック3

O7-4	 冠動脈CTにより急性冠症候群の責任病変の診断を行った冠動脈バイパス術後の大動脈
炎症候群の一例
服部　京子1（Hattori Kyoko）、松澤　泰志1、佐藤　亮佑1、中橋　秀文1、南本　祐吾1、木村�祐一郎1、
岡田　興造1、岩橋　徳明1、日比　　潔1、海老名�俊明1、小菅　雅美1、田村　功一2、木村　一雄1

横浜市立大学附属市民総合医療センター1、横浜市立大学附属病院2

O7-5	 心筋架橋近位部に器質化血栓を伴う狭窄を認めた冠攣縮性狭心症の一例
山田�亮太郎（Yamada Ryotaro）、久米　輝善、上野　雅彦、笹平　彬貴、神坂　　恭、周藤　泰章、
円山　綾乃、岡本　公志、西　　　毅、玉田　智子、古山　輝将、今井�孝一郎、根石　陽二、
上村　史朗
川崎医科大学�循環器内科
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一般演題�8� 16：10～16：50　第５会場

心筋梗塞合併症に対する外科治療・低心機能、虚血性MR
座長：日比　　潔（横浜市立大学附属市民総合医療センター�心臓血管センター�内科）
　　　水野　友裕［FJCA］（東京医科歯科大学大学院�医歯学総合研究科�心臓血管外科）

O8-1	 心室中隔穿孔手術成績向上を目指して
降矢　温一（Furuya Onichi）、東上　震一、畔柳　智司、松浦　　誠、竹本　哲志、春日　健介、
小林　将明、奥田�進太郎、橋本　和也、平松　範彦
岸和田徳洲会病院�心臓血管外科

O8-2	 急性心筋梗塞後心室穿孔に対する経右室アプローチ5症例の検討
濱田　悠輔（Hamada Yusuke）、榊　　雅之、渡辺　芳樹、松田�真以子、阪越　信雄
紀南病院�心臓血管外科

O8-3	 急性僧帽弁閉鎖不全症に対する弁置換術後急性期にImpella	CP補助が有用であった1
例
法里　　優（Hohri Yu）、沼田　　智、川尻　英長、小林　卓馬、眞鍋�嘉一郎、池本　公紀、中井　理絵、
夜久　　均
京都府立医科大学�心臓血管外科

O8-4	 虚血性心筋症に対する僧帽弁輪形成術が左室reverse	remodelingに与える影響
三隅　祐輔1（Misumi Yusuke）、甲斐沼　尚2、戸田　宏一2、吉岡　大輔2、宮川　　繁2,3

国立病院機構�大阪医療センター�心臓血管外科1、大阪大学大学院医学系研究科�心臓血管外科学2、
Osaka�Cardiovascular�Research�(OSCAR)�Group3

一般演題�9� 17：00～17：40　第５会場

CABG、その他 1
座長：長　　泰則［FJCA］（東海大学医学部心臓血管外科）
　　　土橋　和文［FJCA］（札幌医科大学医学部�病院管理学）

O9-1	 透析患者における冠動脈バイパス術の治療成績の検討
藤井　正大1

［FJCA］（Fujii Masahiro）、井塚�正一郎1、山下　裕正1、川瀬　康裕1、別所　竜蔵1、石井　庸介2

日本医科大学千葉北総病院�心臓血管外科1、日本医科大学�心臓血管外科2

O9-2	 透析症例における冠動脈バイパス術での内視鏡的大伏在静脈採取術に対する検討
田村　　清（Tamura Kiyoshi）、櫻井　翔吾
草加市立病院�心臓血管外科

O9-3	 SVG採取創部トラブルについて～No	touch法と従来法の比較～
矢野　敦之（Yano Atsushi）、上野　和寛、新崎　翔吾、藤本　　遥、藤本　靖幸、菅谷　篤史、
山下　剛生、平尾　慎吾、中野　穰太、小宮　達彦
倉敷中央病院�心臓血管外科

O9-4	 左前下行枝びまん性狭窄病変に対するendarterectomyの早期成績
熊谷　和也（Kumagai Kazuya）、木下　友希、湯本　啓太、和田　賢二、吉尾　敬秀、内室　智也、
高梨�秀一郎
川崎幸病院�心臓外科
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一般演題�10� 17：50～18：30　第５会場

症例報告外科 3
座長：石井　康宏［FJCA］（医療法人財団�荻窪病院�循環器科）
　　　真鍋　　晋［FJCA］（国際医療福祉大学成田病院心臓外科）

O10-1	 6cmに及ぶ巨大冠動脈瘤に対して瘤切除、冠動脈バイパス術を行なった1例
北方　悠太（Kitagata Yuta）、羽生　道弥、平間　大介
北野病院�心臓血管外科

O10-2	 上行大動脈にinflowをとれない冠動脈病変とLeriche症候群合併例に対する一期的血行
再建
渡邊　崇人（Watanabe Shuto）、小渡　亮介、糸川　　凛、山崎　志穂、村田　賢祐、齊藤　良明、
川村　知紀、近藤　慎浩、板谷　博幸、大徳　和之、皆川　正仁
弘前大学病院�胸部心臓血管外科

O10-3	 成人期に診断された右冠動脈肺動脈起始症に対して右冠動脈の再移植と主肺動脈閉鎖を
行った一例
宮下　史寛1（Miyashita Fumihiro）、川平　敏博1、鈴木　友彰2

医療法人社団�昴会�湖東記念病院1、滋賀医科大学�外科学講座�心臓血管外科2

O10-4	 右冠動脈起始異常に対して右冠動脈中枢結紮を併施したoff	pumpCABGの一例
中井　信吾（Nakai Shingo）、内田　徹郎
山形大学�医学部�外科学第二講座

コメディカル　一般�1� 18：20～19：00　第４会場

診療放射線・臨床工学
座長：中野　克哉（神戸大学医学部附属病院）
　　　古家　賢治（野崎徳洲会病院）

CO1-1	 血液透析患者の急性心筋梗塞発症時の状況と院内死亡に関する検討
大谷　旨輝1（Otani Muneki）、木田　博太1、菊池　佳峰1、上野山　充1、渡部　徹也2、山田　貴久2

大阪急性期・総合医療センター�医療技術部�臨床工学室1、大阪急性期・総合医療センター�心臓内科2

CO1-2	 急性心筋梗塞による左室破裂に対してV-A	ECMO＋IABP導入し、術後IMPELLAが
有用であった症例の経験
尾崎　達斗1（Ozaki Tatsuto）、加藤　大三1、濱田　直弥1、浜津　宏太1、河内　優樹1、橘　　慎也1、
倉重　修平1、高瀬　諒馬1、氏岡　龍亮1、大崎�進之介1、小田　修羅1、吉田　紗也1、堂前�圭太郎1、
秦　　雅寿1、正井　崇史1,2

大阪警察病院�臨床工学科1、大阪警察病院�心臓血管外科2

CO1-3	 OPCAB・TAVI施行時における体外循環回路の変更
松本　猛志（Matsumoto Takeshi）、菅近　拓哉、宇田　大介、石川　　慶、楠本　繁崇、南　　　茂、
高階　雅紀
大阪大学医学部附属病院�臨床工学部

CO1-4	 経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)での人工弁留置時における低線量撮影について
奥井　陸也（Okui Rikuya）、野中　翔太、小北　修平、永森　嵩士、四戸　　徹
大阪警察病院�医療技術部�放射線技術科
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コメディカル　一般�2� 15：20～16：00　第５会場

看護・理学療法・栄養
座長：深水　愛子（大阪警察病院看護部）

CO2-1	 2泊3日クリティカルパス入院の冠動脈疾患患者への教育的支援の取り組みについて
和田　直子
日本赤十字社和歌山医療センター

CO2-2	 虚血性心筋症患者に対する多職種介入	
～外来心臓リハビリテーション・心不全看護外来を導入して～
向　さやか1（Mukai Sayaka）、深水　愛子1、西谷�慎之介2

医療法人警和会大阪警察病院看護部1、医療法人警和会大阪警察病院リハビリテーション科2

CO2-3	 他職種で連携しECMO装着下で腹臥位療法を施行した1症例
西谷�慎之介1（Nishitani Shinnnosuke）、加藤　大三2、堂前�圭太郎3、柏木　宏彦1

警和会�大阪警察病院�医療技術部�リハビリテーション科1、警和会�大阪警察病院�医療技術部�臨床工学科2、
警和会�大阪警察病院�医務部�心臓血管外科3

CO2-4	 薬剤師と看護師の協同による虚血性心疾患のある入院患者への自己服薬指導の実態調査
中村�みづ穂（Nakamura Mizuho）、大井　美和、宣原�麻貴子、梶原�絵理香、林田　佳愛、村田　久枝
大阪警察病院�薬剤部
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一般演題�11� 11：30～12：10　第３会場

CABG、その他 2
座長：宮入　　剛［FJCA］（聖マリアンナ医科大学�心臓血管外科）
　　　武藤　　誠［FJCA］（埼玉県立循環器・呼吸器病センター�循環器科）

O11-1	 当院における75歳以上でのMICS	vs	Conventional	CABGの症例比較検討
中村　宜由（Nakamura Noriyuki）、安達　晃一、佐野　太一、田島　　泰、中田　弘子
横須賀市立うわまち病院�心臓血管外科

O11-2	 Aorta	no-touch	Total	arterial	MICS	CABGにおけるSuper	Fast	Trackの可能性
岩代　　悠1（Iwashiro Yu）、橘　　一俊1、在原　綾香1、菊地　慶太2

函館五稜郭病院�心臓血管外科1、社会医療法人友愛会�友愛医療センター2

O11-3	 左心機能低下症例に対しon-pump	beating	CABGは有用か？-OPCABとの比較から-
平尾　慎吾（Hirao Shingo）、新崎　翔吾、上野　和寛、矢野　敦之、藤本　　遥、藤本　靖幸、菅谷　篤史、
山下　剛生、中野　穣太、小宮　達彦
倉敷中央病院�心臓血管外科

O11-4	 若手心臓血管外科医によるOPCABの成績についての検討	OFF―JT（計画的経験）を経
てON―JT	(手術)の世界へ
浪口　謙治（Namiguchi Kenji）、檜垣　友秀、薦田　宗則、黒部　裕嗣、西村　　隆、八杉　　巧、
泉谷　裕則
愛媛大学医学部附属病院�心臓血管呼吸器外科

一般演題�12� 16：20～17：10　第３会場

CABGのグラフト選択・評価
座長：阿部　七郎［FJCA］（獨協医科大学�心臓･血管内科／循環器内科）
　　　川人　宏次［FJCA］（自治医科大学�心臓血管外科）

O12-1	 当施設での冠動脈バイパス術時におけるSecond	graft選択
土屋　　豪（Tsuchiya Go）、柴崎　郁子、緒方　孝治、小西　泰介、斎藤　俊輔、武井　祐介、手塚　雅博、
金澤　裕太、菅野　靖幸、廣田�章太郎、松岡　大貴、新妻　　健、福田　宏嗣
獨協医科大学病院�心臓・血管外科

O12-2	 Off	Pump冠動脈バイパス術における慢性完全閉塞を有する回旋枝領域へのグラフト選
択
高澤　晃利（Takazawa Akitoshi）、中嶋　博之、徳永　千穂、堀　　優人、村田　　哲、熊谷　　悠、
秋山　正年、朝倉　利久、吉武　明弘
埼玉医科大学国際医療センター�心臓血管外科

O12-3	 MICS	CABGにおける左回旋枝領域に対する血行再建の選択肢
在原　綾香1（Arihara Ayaka）、橘　　一俊1、岩代　　悠1、菊地　慶太2

函館五稜郭病院�心臓血管外科1、友愛医療センター2

O12-4	 No-touch	SVGの抗spasm効果の可能性：術直後の回旋枝吻合部狭窄が半年後に改善し
た一例
杉山�博太郎（Sugiyama Hirotaro）、近藤　麻代、柳清　洋佑、坂田　純一、中村　雅則
市立札幌病院�心臓血管外科

プ
ロ
グ
ラ
ム

12
月
18
日（
土
）

一
般
演
題



第35回日本冠疾患学会学術集会74

O12-5	 冠動脈バイパス術の中長期フォローで大伏在静脈狭窄を及ぼす因子の検討
中村　　諒（Nakamura Ryo）、本田�賢太朗、國本　秀樹、田島　幸治、金子　政弘、上松　耕太、
西村　好晴
和歌山県立医科大学�外科学第1講座

一般演題�13� 14：25～15：05　第５会場

CABG、その他 3・合併手術
座長：堀井　泰浩［FJCA］（香川大学医学部�心臓血管外科）
　　　大塚　雅人［FJCA］（荻窪病院�心臓血管センター�循環器内科）

O13-1	 CABG術後の水分バランスが心房細動発症に与える影響
尾関　貴啓（Ozeki Takahiro）、吉住　　朋、碓氷　礼奈
トヨタ記念病院�心臓外科

O13-2	 大動脈弁置換術および冠動脈バイパス手術の同時手術の低侵襲化へのとりくみ
小川　達也（Ogawa Tatsuya）、濱田　隆介、松田　靖弘、宮下　直也、湯上�晋太郎、西野　貴子、
岡本　一真、金田　敏夫、坂口　元一
近畿大学�医学部�心臓血管外科

O13-3	 下肢動脈閉塞性病変を合併した冠動脈疾患に対する外科的治療経験
石澤　　愛（Ishizawa Ai）、内田　徹郎、黒田　吉則、大塲　栄一、水本　雅弘、山下　　淳、中井　信吾、
小林　龍宏、落合　智徳、捧　　貴幸、新井　秀佑
山形大学医学部附属病院�第二外科

O13-4	 当院にて心房細動合併冠疾患に対してCABG時にAtriClipを用いて左心耳閉鎖術を併
施した5例
中村　優貴（Nakamura Yuki）、土井田　務、山角　太良、近藤　晴彦
大阪労災病院�心臓血管外科
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12月17日（金）　12：50～13：50� 第１会場
ランチョンセミナー�1

PCI 用支援ロボットCorPath�GRXシステムの実力を知る
座長：安田　　聡（東北大学�医学系研究科�循環器内科学分野）
共催：シーメンスヘルスケア株式会社

LS1-1	 進化したロボット支援下PCI
肥田　賴彦（Koeda Yorihiko）

岩手医科大学内科学講座循環器内科分野

LS1-2	 ロボットPCIでできること、できないこと
棗田　　誠（Natsumeda Makoto）

東海大学医学部付属病院循環器内科

12月17日（金）　12：50～13：50� 第２会場
ランチョンセミナー�2

本邦の冠動脈インターベンションの現在地とは？�
－ 15 年のシステマティックレビューと最新RCTより－
座長：上田　恭敬（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター循環器内科）
共催：日本ライフライン株式会社

LS2-1	 薬剤溶出性ステントを用いたPCIの15年の軌跡	－私達は正しい道を歩んで来たのか？－
浅野　　拓（Asano Taku）

聖路加国際病院心血管センター循環器内科

LS2-2	 本邦での8年ぶりDES最新RCTより、日本のPCI現在地を読み解く
中村　正人（Nakamura Masato）

東邦大学医療センター大橋病院循環器内科

12月17日（金）　12：50～13：50� 第３会場
ランチョンセミナー�3

抗血栓療法Up�to�Date
座長：土橋　和文（札幌医科大学附属病院・病院管理学・循環器・腎臓・代謝内分泌内科学）
共催：ファイザー株式会社

LS3-1	 抗血栓療法のNew	Normal
坂本　知浩（Sakamoto Tomohiro）

済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科

LS3-2	 消化管出血が臨床に及ぼす重大性と消化管出血を考慮した抗凝固療法
加藤　元嗣（Kato Mototsugu）

独立行政法人国立病院機構函館病院
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12月17日（金）　12：50～13：50� 第４会場
ランチョンセミナー�4

MASTER-DAPT�trial
座長：中澤　　学（近畿大学病院�循環器内科）
共催：テルモ株式会社

LS4	 高出血リスクを有するPCI患者に対する抗血栓療法最新スタンダード：MASTER-
DAPT	trial
外海　洋平（Sotomi Yohei）

大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

12月18日（土）　12：20～13：20� 第１会場
ランチョンセミナー�5

New�device�launched�this�year�at�Abbott�Medical�Japan
座長：中澤　　学（近畿大学病院�循環器内科）
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

LS5-1	 New	OCT	software	ULTREON™	1.0の使用経験について
辻本　　充（Tsujimoto Mitsuru）

ベリタス病院循環器科

LS5-2	 用手的止血の時代は終わった？	
パークローズProglideを用いた確実な止血法
水谷　一輝（Mizutani Kazuki）

近畿大学病院循環器内科

12月18日（土）　12：30～13：30� 第２会場
ランチョンセミナー�6

循環器領域テーマ
座長：上田　恭敬（独立行政法人国立病院機構�大阪医療センター�循環器内科）
共催：ノバルティスファーマ株式会社

LS6-1	 心不全と冠微小循環障害～左室リモデリング抑制におけるARNIの影響～
辻田　賢一（Tsujita Kenichi）

熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学

LS6-2	 エンレストはこの患者に何をもたらすか～目標用量を目指した投与法と注意点～
花谷　彰久（Hanatani Akihisa）

社会医療法人生長会府中病院心不全センター
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12月18日（土）　12：20～13：20� 第３会場
ランチョンセミナー�7

心不全診療をアップデートする
座長：安部　晴彦（独立行政法人�国立病院機構�大阪医療センター�循環器内科）
共催：アストラゼネカ株式会社・小野薬品工業株式会社

LS7	 心不全診療をアップデートする
朝倉　正紀（Asakura Masanori）

兵庫医科大学循環器・腎透析内科学講座

12月18日（土）　12：20～13：20� 第４会場
ランチョンセミナー�8

日常臨床におけるFFRangio
座長：南都　伸介（西宮市立中央病院）
共催：キャスワークス・ジャパン合同会社

LS8-1	 血管造影からFFRを算出するFFRangioを臨床にいかに活かすか	
-岐阜ハートセンターでの経験から-
松尾　仁司（Matsuo Hitoshi）、谷垣　　徹
岐阜ハートセンター循環器内科

LS8-2	 “FFRangio	in	real	world	cathlab	clinical	practice”
Guy�Witberg
Rabin�Medical�Center

12月18日（土）　12：20～13：20� 第５会場
ランチョンセミナー�9

Excimer�Laser�の可能性を検討する
座長：片岡　　亨（生長会ベルランド総合病院）
　　　木下　法之（康生会武田病院）
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

LS9-1	 エキシマレーザーによる蒸散プラスアルファの効果
横井　宏和（Yokoi Hirokazu）

洛和会音羽病院心臓内科

LS9-2	 Laser	Vaporization	of	Intracoronary	Thrombus	in	ST-segment	Elevation	
Myocardial	Infarction:	Effective	approach	prior	to	DCB	angioplasty?
Yuki�Yamanaka、Yoshihisa�Shimada、Daisuke�Tonomura、Kazunori�Terashita、
Tatsuya�Suzuki、Kentaro�Yano、Satoshi�Nishiura、Masataka�Yoshida、Takao�Tsuchida、
Hitoshi�Fukumoto
春秋会城山病院
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12月17日（金）　16：40～17：40� 第２会場
コーヒーブレイクセミナー

冠動脈疾患の標準治療Up�to�date�足し算ばかりが能じゃない
座長：田中　　篤（和歌山県立医科大学�循環器内科学講座）
共催：バイエル薬品株式会社

CB	 冠動脈疾患の標準治療Up	to	date	足し算ばかりが能じゃない
野口　暉夫（Noguchi Teruo）

国立循環器病研究センター

12月17日（金）　15：10～16：10� 第３会場
Meet�the�Expert�1

Left�atrial�appendage�closure�technique�for�OPCAB�
～AtriClip の有用性とピットフォール～
座長：西村　好晴（和歌山県立医科大学外科学第一講座）
共催：センチュリーメディカル株式会社

ME1	 Left	atrial	appendage	closure	technique	for	OPCAB	
～AtriClipの有用性とピットフォール～
小山　忠明（Koyama Tadaaki）

神戸市立医療センター中央市民病院心臓血管外科

12月18日（土）　10：20～11：20� 第３会場
Meet�the�Expert�2

"Challenge�to�Vulnerable�Plaque"�facing�a�new�phase
座長：上田　恭敬（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター循環器内科）
共催：ニプロ株式会社

ME2	 ~View	from	NIRS-IVUS	evidence~
前原　晶子（Maehara Akiko）

Cardiovascular�Research�Foundation�/�Columbia�University�Medical�Center

12月18日（土）　15：05～16：05� 第２会場
Meet�the�Expert�3

機能的僧帽弁閉鎖不全症における治療戦略
座長：宮川　　繁（大阪大学大学院医学系研究科�心臓血管外科学）
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

ME3	 機能的僧帽弁閉鎖不全症における治療戦略
秦　　雅寿（Hata Masatoshi）

大阪警察病院心臓血管外科


	35冠疾患_納品web用_1216.pdfから挿入したしおり
	00_冠疾患_表紙_web
	空白ページ

	01_冠疾患_前付[001-028]_web
	02_冠疾患_プログラム[029-080]_web
	03_冠疾患_抄録[081-230]_web
	04_冠疾患_後付・広告[231-254]_web
	05_冠疾患_表紙_web - コピー
	空白ページ



